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2002年度 特許 特許出願等 特許出願依頼書及び関係書類 研究協力課長
文部科学省埼玉大学総務部研究協力
課共同利用係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 研究協力課長 廃棄

2004年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構会議 図書情報課長 図書情報課専門員 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2008/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 会計関係 物品関係 物品管理通知書関係（図書原簿を兼ね 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2009/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2009/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 物品関係 物品関係 物品管理簿(図書)（平成１２年度以前） 図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課図書情報係

2000/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2007年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構会議 図書情報課長 図書情報課専門職員 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構図書館会議 図書情報課長 図書情報課企画調整係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構会議 図書情報課長 図書情報課専門職員 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2009/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2009/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄

2010年度 会計関係 物品関係
平成２２年度　物品管理通知書関係（図
書原簿を兼ねる）

図書情報課長 図書情報課図書資料係 2010/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2010年度 会計関係 物品関係 平成２２年度　物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2010/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2010年度 目録関係 目録関係 平成２２年度　雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2010/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 会計関係 物品関係 物品管理通知書関係（図書原簿を兼ね 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2008/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2010年度 会計関係 物品関係 平成２２年度　物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2010/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2009/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 会議関係 学内会議 図書館委員会 図書情報課長 図書情報課専門員 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

1997年度 公印関係 公印関係
公印作成・改刻・廃止承認申請（平成９
年度、昭和４６年度）

図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課総務係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2005年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構会議 図書情報課長 図書情報課企画調整係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

1991年度 物品関係 物品関係 物品供用簿（図書）（平成１３～３年度） 図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

1991/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

1973年度 物品関係 物品関係
物品供用簿（図書）（平成２年度～昭和４
８年度）

図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

1973/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

1956年度 物品関係 物品関係
物品供用簿（図書）（昭和４７年度～昭和
３１年度）

図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

1956/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2006年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構会議 図書情報課長 図書情報課専門員 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 閲覧関係 閲覧関係 雑誌等一時利用願 図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

2000/04/01 卒業・修了まで 紙 閲覧事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 閲覧関係 閲覧関係 雑誌等一時貸出票 図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

2000/04/01 返却時まで 紙 閲覧事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 規程関係 学内規程関係 学内規程通知関係（平成１２年度） 図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課総務係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 閲覧関係 閲覧関係 図書特別利用願 図書館情報サービス課長
文部省埼玉大学附属図書館情報サー
ビス課資料サービス係

2000/04/01 卒業・修了まで 紙 閲覧事務室 図書情報課長 廃棄

2010年度 目録関係 目録関係 平成２２年度　図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2010/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2006年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2006/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書管理係 2004/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2004/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 会計関係 物品関係 図書原簿 図書情報課長 図書情報課図書管理係 2004/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書管理係 2004/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2005年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料担当 2005/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2005年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料担当 2005/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2005年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料担当 2005/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 規程関係 規程関係
図書館内規等関係（平成１２年度～昭和
４６年度）

図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課総務係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2005年度 会計関係 物品関係 図書原簿 図書情報課長 図書情報課図書資料担当 2005/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2008/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2006年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2006/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2006年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2006/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2006年度 会計関係 物品関係 図書原簿 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2006/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2004年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課雑誌管理係 2004/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2007年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2007/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2005年度 会計関係 物品関係 物品供用簿（図書） 図書情報課長 図書情報課利用サービス係 2005/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2008年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2008/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 目録関係 目録関係
雑誌目録データ（電磁的記録）（平成１２
年度）

図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課雑誌情報係

2000/04/01 永年 FD・CD・MO等 事務室 図書情報課長 廃棄

2007年度 会計関係 物品関係 物品管理通知書関係（図書原簿を兼ね 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2007/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2007年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2007/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2007年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2007/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2007年度 目録関係 目録関係 雑誌目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2007/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
2006年度 会計関係 物品関係 物品管理簿(図書) 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2006/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄
2009年度 会議関係 学内会議 総合情報基盤機構図書館会議 図書情報課長 図書情報課企画調整係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 物品関係 物品関係 図書原簿(電磁的記録を含む) 図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課図書情報係

2000/04/01 永年 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2000年度 目録関係 目録関係
図書目録データ（電磁的記録）(平成１２
年度以前)

図書館情報管理課長
文部省埼玉大学附属図書館情報管理
課図書情報係

2000/04/01 永年 FD・CD・MO等 事務室 図書情報課長 廃棄

2010年度 会議関係 学内会議
平成２２年度　総合情報基盤機構図書
館会議

図書情報課長 図書情報課企画調整係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 図書情報課長 廃棄

2008年度 目録関係 目録関係 図書目録データ 図書情報課長 図書情報課図書資料係 2008/04/01 永年 電子データ 事務室 図書情報課長 廃棄
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2001年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成１３年度） 主計課長
文部科学省埼玉大学経理部主計課管
財係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の取
得関係

取得（購入、寄附、新築等）協議書、承
認申請書

主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の取
得関係

取得協議結果通知書、承認書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 宿舎関係 宿舎台帳関係 宿舎現況記録 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2005年度 決算関係 決算関係 平成１６年度財務諸表等 財務課長 財務課司計係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 財務課・司計係 財務課長 廃棄
2006年度 決算関係 決算関係 平成１７年度財務諸表等 財務課長 財務課司計係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 財務課・司計係 財務課長 廃棄
2007年度 決算関係 決算関係 平成１８年度財務諸表等 財務課長 財務課司計係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 財務課・司計係 財務課長 廃棄
2008年度 決算関係 決算関係 平成１９年度財務諸表・決算報告書等 財務課長 財務課司計係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 財務課・司計係 財務課長 廃棄
2010年度 決算関係 決算関係 平成２１年度財務諸表・決算報告書等 財務課長 財務課司計係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 財務課司計係 財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有特許出願依頼書及び関係書類 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2009年度 決算関係 決算関係 平成２０年度財務諸表・決算報告書等 財務課長 財務課司計係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 財務課・司計係 財務課長 廃棄

1992年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成４年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1995年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成７年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1994年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成６年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産台帳 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成１２年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1997年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成９年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1998年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成１０年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1999年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成１１年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1996年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成８年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 環境整備関係 環境整備関係 樹木台帳 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

処分等依頼通知書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

減額売却・譲与承認申請書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

登記簿謄本 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産増減整理簿 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産台帳附属図面 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

特許権設定登録通知書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1993年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

国有財産評価調書（平成５年度） 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

登記申請関係書類 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
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媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

不動産等売却債権発生通知書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

減額売却・譲与承認書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

2000年度 国有財産関係
国有財産の使
用、貸付関係

減額売却・譲与不同意申出書 主計課長 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙
文部科学省埼玉
大学経理部主計
課管財係

財務課長 廃棄

1975年度 給与関係 支払関係 給与の口座振込等申出書 経理課長
文部科学省埼玉大学経理部経理課給
与係

1975/04/01 退職の5年後 紙 事務室 経理課長 廃棄

2004年度 工営関係 アスベスト関連 アスベスト処理工事通知書 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 特定施設使用届出書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 ボイラー設備届出書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 アスベスト関連 気中濃度測定報告書 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 官庁届出関係
計画通知・適合する旨の通知・工事完了
届・検査済証

施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 アスベスト関連 吹付アスベスト実態調査 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 計画通知書（昇降機） 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 工事積算関係 発注図面 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1989年度 工営関係 構造関係 耐震診断計算書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1989/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係
ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出
書

施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 危険物貯蔵所設置許可書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 工事積算関係 発注図面 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1987年度 工営関係 アスベスト関連 気中濃度測定報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1987/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 工事現場関係 しゅん功写真 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 給電協定書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 エレベータ工事完了通知表 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1969年度 機械関係 官庁届出関係 ボイラー設備届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 危険物取扱所設置許可書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 工事積算関係 発注図面 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課倉庫 施設管理課長 廃棄

1971年度
施設整備・公害
防止

施設実態調査
非木造危険建物協議書（昭和４６～平成
１３年度）

施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1971/04/01 61年 2032年3月31日 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1999年度
施設整備・公害
防止

その他 健全度調査結果報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1999/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1987年度 工営関係 アスベスト関連 アスベスト処理工事通知書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1987/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

2004年度 機械関係 官庁届出関係 危険物取扱所設置許可書 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1988年度 工営関係 アスベスト関連 吹付アスベスト実態調査 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1988/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1989年度 工営関係 構造関係 耐力度調査報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1989/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄

1999年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係 エネルギー管理指定工場関係 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1999/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1999年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係 特別管理産業廃棄物関係 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1999/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

2002年度
施設整備・公害
防止

その他 完成建物等概要図書（平成１４年度） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

2002年度
施設整備・公害
防止

施設実態調査 非木造危険建物協議書（平成１４年度） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

2002年度 工営関係 工事現場関係 しゅん功写真 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

2003年度
施設整備・公害
防止

その他 完成建物等概要図書（平成１５年度） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1985年度
施設整備・公害
防止

その他
完成建物等概要図書（昭和６０～平成１
３年度）

施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1985/04/01 47年 2032年3月31日 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 設計関係 設計計算書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 有線電気通信設備設置届 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（共通教育） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄
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2004年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係 特別管理産業廃棄物関係 施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係
指定ばい煙発生施設設置（使用・変更）
届出書

施設管理課 施設管理課機械係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 工事計画届出書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 保安規定変更報告書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 自家用電気工作物廃止報告書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 主任技術者選任・解任届出書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 配電線連系協定書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（課外活動） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 電気使用申込書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教育学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(共通教育) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(工学部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(経済学部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(課外活動) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(教育学部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(教養学部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(本部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(理学部) 施設管理課 施設管理課電気係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1969年度 機械関係 官庁届出関係 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（教育学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（工学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（工学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（共通教育） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（理学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（共通教育） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（本部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教育学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（工学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（経済学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（本部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教養学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（経済学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教養学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（経済学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（課外活動） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（本部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（課外活動） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄
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2004年度 工営関係 構造関係 耐力度調査報告書 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 耐震診断計算書 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（理学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（理学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

2004年度 工営関係 構造関係 構造計算書（教養学部） 施設管理課 施設管理課工営係 2004/04/01 永年 紙
施設管理課事務
室

施設管理課長 廃棄

1964年度 電気関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1965年度 工営関係 構造関係 構造計算書（課外活動） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1965/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係 特定施設設置（使用・変更）届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

契約・支出事務
関係

完成図書等 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

施設実態調査 施設台帳 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

施設実態調査 面積等調査表 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

埋蔵文化財 遺跡発掘調査報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1964年度 電気関係 官庁届出関係 主任技術者選任・解任届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 保安規定変更報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（理学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 自家用電気工作物廃止報告書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 エレベータ工事完了通知表 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 有線電気通信設備設置届 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 電気使用申込書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 給電協定書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 配電線連系協定書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(教育学部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(理学部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 設計関係 設計計算書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1965年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（本部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1965/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 電気関係 官庁届出関係 工事計画届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

1964年度 工営関係 官庁届出関係
計画通知・適合する旨の通知・工事完了
届・検査済証

施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄

1963年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（工学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（課外活動） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 構造計算書（工学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 構造計算書（本部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（工学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（本部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（工学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（本部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1963/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄

1964年度
施設整備・公害
防止

官庁届出関係
指定ばい煙発生施設設置（使用・変更）
届出書

施設課 文部科学省埼玉大学施設課企画係 1964/04/01 永年 紙 事務室 施設管理課長 廃棄

1963年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(本部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1963/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教育学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 工事現場関係 しゅん功写真 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（教育学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（理学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 構造計算書（教育学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 構造計算書（理学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教育学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 危険物貯蔵所設置許可書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1964年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（理学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1964/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1963年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(工学部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1963/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（共通教育） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1967年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（経済学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1967/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1967年度 工営関係 構造関係 構造計算書（経済学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1967/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1967年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（経済学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1967/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1967年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（経済学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1967/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1967年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(経済学部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1967/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（教養学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 工事積算関係 発注図面（共通教育） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1965年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(課外活動) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1965/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 構造計算書（共通教育） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 構造計算書（教養学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教養学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（共通教育） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1968年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(教養学部) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1968/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1968年度 電気関係 工事積算関係 発注図面(共通教育) 施設課 文部科学省埼玉大学施設課電気係 1968/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 特定施設使用届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
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1969年度 機械関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1969年度 機械関係 官庁届出関係 計画通知書（昇降機） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課機械係 1969/04/01 永年 紙 施設課室 施設管理課長 廃棄
1965年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（課外活動） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1965/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1965年度 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（課外活動） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1965/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
1968年度 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教養学部） 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 1968/04/01 永年 紙 施設課会議室 施設管理課長 廃棄
2009年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄
2010年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成８年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 学内会議等
企画調整専門委員会議事要録（平成８
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 学内会議等 実施専門委員会議事要録（平成８年） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成８年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1996年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成８年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1997年度 会議等 学外会議等
全国国立大学教養教育実施組織代表
者会議及び事務協議会関係（平成９年

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1997年度 会議等 学外会議等
１２大学教養部長・事務長連絡会議（平
成９年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1997年度 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成９年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1997年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成９年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1996年度 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成８年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2009年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成21年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 FD・CD・MO等 資料室 教育企画課長 廃棄
2008年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄
2007年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成19年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 FD・CD・MO等 資料室 教育企画課長 廃棄
2007年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1997年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成９年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1997年度 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成９年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1998年度 会議等 学内会議等
共通教育委員会議事要録（平成１０年
度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1997年度 会議等 学内会議等
共通教育専門委員会議事要録（平成９
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1992年度 教養部関係
教養部講義概
要

教養部講義概要（平成４年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1995年度 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成７年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1994年度 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成６年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1994年度 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成６年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1994年度 教養部関係
教養部講義概
要

教養部講義概要（平成６年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1994年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成６年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1993年度 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成５年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1993年度 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成５年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1993年度 教養部関係
教養部講義概
要

教養部講義概要（平成５年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1993年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成５年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 学外会議等
１２大学教養部長・事務長連絡会議（平
成８年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1992年度 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成４年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1996年度 会議等 学外会議等
全国国立大学教養教育実施組織代表
者会議及び事務協議会関係（平成８年

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1992年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成４年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1972年度
文理・旧制浦高
関係

文理学部卒業
者名簿

文理学部卒業者名簿 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1972/04/01 永年 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1972年度
文理・旧制浦高
関係

文理学部学籍
簿

文理学部学籍簿 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1972/04/01 永年 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1950年度
文理・旧制浦高
関係

旧制浦高関係 旧制浦高関係 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1950/04/01 永年 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1949年度 卒業関係
学位記発行関
係

学位記発行台帳（昭和２４年から） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1949/04/01 永年 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄
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1995年度 会議等 学内会議等 実施専門委員会議事要録（平成７年） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1995年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成７年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

1995年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成７年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1995年度 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成７年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2006年度 その他
証明書自動発
行機関係

サーバーマニュアル 全学教育課長 全学教育課学籍管理係 2006/04/01 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1992年度 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成４年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2000年度 会議等 学外会議等
全国国立大学教養教育実施組織代表
者会議及び事務協議会関係（平成１２年

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1999年度 会議等 学内会議等
共通教育委員会議事要録（平成１１年
度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1998年度 会議等 学内会議等
共通教育専門委員会議事要録（平成１０
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係 全学教育課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2002/04/01 永年 紙 倉庫 教育企画課長 廃棄

2002年度 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１4年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2002年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成１４年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1999年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１１年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2007年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成18年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2007/04/01 30年 2037年3月31日 FD・CD・MO等 資料室 教育企画課長 廃棄

1999年度 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１１年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1999年度 会議等 学外会議等
１２大学教養教育実施組織代表者会議・
事務協議会関係（平成１１年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2000年度 会議等 学外会議等
１２大学教養教育実施組織代表者会議・
事務協議会関係（平成１２年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2000年度 会議等 学内会議等
共通教育委員会議事要録（平成１２年
度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2000年度 会議等 学内会議等
共通教育専門委員会議事要録（平成１２
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2000年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１２年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2000年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成１２年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2000年度 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１２年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2001年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成１３年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1999年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成１１年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2010年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成22年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 電子データ 資料室 教育企画課長 廃棄
2006年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成17年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2006/04/01 30年 2036年3月31日 紙 資料室 教育企画課長 廃棄
2005年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1999年度 会議等 学内会議等
共通教育専門委員会議事要録（平成１１
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1999年度 会議等 学外会議等
全国国立大学教養教育実施組織代表
者会議及び事務協議会関係（平成１１年

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1995年度 会議等 学内会議等
企画調整専門委員会議事要録（平成７
年度）

学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課専
門職員

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2006年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2006年度 その他
証明書自動発
行機関係

自動発行機マニュアル 全学教育課長 全学教育課学籍管理係 2006/04/01 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2005年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１７年度）

全学教育課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2005/04/01 30年 2035年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2005年度 教養教育関係 シラバス関係 共通教育シラバス（平成16年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2005/04/01 30年 2035年3月31日 紙 資料室 教育企画課長 廃棄
2004年度 教養教育関係 非常勤講師関 非常勤講師履歴書 全学教育課長 全学教育課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

2004年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１６年度）

全学教育課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1998年度 共通教育関係
共通教育講義
概要

共通教育講義概要（平成１０年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課教
務第一係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

1998年度 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１０年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 書庫 教育企画課長 廃棄

2008年度 教養教育関係 シラバス関係 教養教育シラバス（平成20年度） 全学教育課長 全学教育課教養教育係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 FD・CD・MO等 資料室 教育企画課長 廃棄

2001年度 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１３年度） 学生課
文部科学省埼玉大学学生部学生課総
務係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育企画課長 廃棄

1998年度 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１０年度） 学生課
文部省埼玉大学学生部学生課教務第
二係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 学生課書庫 教育企画課長 廃棄

2010年度 就職
就職情報提供
システム関係

仕様書（平成２２年度） 学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2010/04/01 運用終了時 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
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1998年度 就職
就職情報提供
システム関係

仕様書 厚生課長
文部科学省埼玉大学学生部厚生課専
門員（就職指導担当）

1998/04/01 運用終了時 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2006年度 就職 就職支援関係
無料職業紹介事業開始届書類（平成１８
年度）

学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2006/04/01 永年 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2006年度 就職
就職情報提供
システム関係

仕様書（平成１８年度） 学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2006/04/01 運用終了時 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2005年度 就職 就職支援関係
無料職業紹介事業開始届書類（平成１７
年度）

学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2005/04/01 永年 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2005年度 就職
就職情報提供
システム関係

仕様書（平成１７年度） 学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2005/04/01 運用終了時 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2004年度 就職 就職支援関係
無料職業紹介事業開始届書類（平成１６
年度）

学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2004/04/01 永年 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2004年度 就職
就職情報提供
システム関係

仕様書（平成１６年度） 学生支援課長 学生支援課就職開拓係 2004/04/01 運用終了時 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

1998年度 就職 就職支援関係 無料職業紹介事業開始届関係書類 厚生課長
文部科学省埼玉大学学生部厚生課専
門員（就職指導担当）

1998/04/01 永年 紙 事務室 学生支援課長 廃棄

2004年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1997年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成９年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1997年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成９年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1997年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成９年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1997年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成９年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1997年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成９年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1997年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
９年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1997年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成９年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1998年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１０年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1998年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１０年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1998年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成１０年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1999年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１１年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2000年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１２年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2003年度 庶務関係 会議
文化科学研究科博士課程分科会議事
要録（平成１５年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 学務関係 教務関係
大学院文化科学研究科規程（平成１０年
度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１０年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1998年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
１０年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2003年度 庶務関係 会議
文化科学研究科修士課程分科会議事
要録（平成１５年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2003年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１５年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2002年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
１４年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2002年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１４年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2001年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
１３年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１０年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2000年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１２年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1995年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
７年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成７年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1996年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成８年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1996年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成８年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1996年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成８年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1996年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成８年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1999年度 学務関係 教務関係
大学院文化科学研究科規程（平成１１年
度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2001年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１３年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1999年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１１年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1996年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成８年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1996年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成８年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1999年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
１１年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1997年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成９年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2000年度 学務関係
教員免許状関
係

免許状授与の所用資格を得させるため
の課程認定申請書（平成１２年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1996年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成８年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1996/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2000年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１２年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
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1999年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成１１年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1999年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１１年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1999年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１１年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1998年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１０年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1998/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1996年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
８年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成１２年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１２年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2000年度 学務関係 教務関係
大学院文化科学研究科規程（平成１２年
度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１２年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2000年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
１２年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成７年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1999年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１１年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1999/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2008/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 教養学部支援室学務係 2010/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 教養学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 教養学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 教養学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 教養学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2007/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2005/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1995年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成７年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2004/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
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2007年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 教養学部講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 学務係 学籍関係 学籍簿 教養学部支援室事務長 学務係 2006/04/01 永年 紙 金庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 文化科学研究科委員会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 教養学部教授会議事要録 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 代議員会議事要録「学部」「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 人事委員会議事要録（学部・修士・博 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「博士」 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「修士」 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 教養学部履修案内 教養学部支援室事務長 学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要 教養学部支援室事務長 学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 学務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1977年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５２年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1977/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1990年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成２年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1990/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1989年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成元年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1989/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1988年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６３年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1988/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1987年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６２年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1987/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1986年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６１年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1986/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1985年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６０年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1985/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1984年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５９年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1984/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1983年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５８年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1983/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1982年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５７年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1982/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1981年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５６年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1981/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1980年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５５年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1980/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1979年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５４年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1979/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1991年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成３年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1991/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1977年度 総務事務 学籍簿 学籍簿 教養学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教養学部大学院
係

1977/04/01 永年 紙
政策科学研究科
事務室

大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1969年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４４年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1969/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1976年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５１年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1976/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1975年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５０年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1975/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1974年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４９年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1974/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1973年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４８年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1973/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1972年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４７年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1972/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1971年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４６年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1971/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1970年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４５年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1970/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1968年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４３年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1968/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 総務庶務 会議 資格審査委員会「学部」 教養学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 総務係 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1966年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４１年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1966/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1965年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４０年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1965/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1995年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成７年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1978年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５３年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1978/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1995年度 学務関係
教員免許状関
係

免許状授与の所用資格を得させるため
の課程認定申請書（平成７年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1967年度 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４２年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1967/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1992年度 学務関係
教員免許状関
係

免許状授与の所用資格を得させるため
の課程認定申請書（平成４年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成７年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成７年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1994年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成６年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1994年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
６年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1994年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成６年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1994年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成６年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1994年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成６年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1994年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成６年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1994年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成６年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1994年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成６年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成５年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1993年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
５年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1992年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成４年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1992年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成４年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1995年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成７年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成５年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1992年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成４年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1992年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成４年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1992年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成４年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1992年度 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成４年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1993年度 学務関係 教務関係
文化科学研究科履修案内・講義概要
（平成５年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄
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1992年度 学務関係 教務関係 学籍簿（平成４年度入学） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1992/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成５年 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成５年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成５年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1992年度 庶務関係 会議
文化科学研究科委員会議事要録（平成
４年度）

教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1993年度 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成５年度） 教養学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2000年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１２年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2000年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2000年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１３年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 教務関係
学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１２年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１２年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１３年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１３年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成１２年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2000年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１２年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１２年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１２年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１２年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１３年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１４年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 学務係 教務関係
学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１１年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2000年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１２年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１３年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１０年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１５年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１４年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2002年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2002年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１４年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１４年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１４年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学部研究科平成１３
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１３年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
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2001年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2001年度 総務係 人事関係 常勤任免関係（委嘱）（平成１３年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１3年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１３年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１４年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成９年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１０年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１０年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2004年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1998年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 学務係 教務関係
学籍簿（特殊教育特別専攻科平成９年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成９年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成９年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成９年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1997年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１０年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1997年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1997年度 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成９年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成９年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成９年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1997年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成９年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1997年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 学務係 教務関係
学籍簿（特殊教育特別専攻科平成８年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成８年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成８年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1997年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成９年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1999年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1999年度 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１１年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1999年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1999年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１１年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１１年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１１年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１１年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１１年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 教務関係
学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１０年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成１０年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１０年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1998/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成１０年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1998年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1998年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
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1998年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１０年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1998年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１０年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１１年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2007年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2007/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2006/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2007年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2009年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2008年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2008/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2010年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2006年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学部研究科平成１５
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１５年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１５度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
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2003年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成１５年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成１５年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係
教育学研究科履修の手引き（平成１５年
度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学部研究科平成１４
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１４年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2002年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2002年度 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2003年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部） 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2002年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2005/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2006年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 学部内会議等 人事委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 学部内会議等 研究科委員会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 学部内会議等 教授会 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 2004/04/01 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1999年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１１年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2004年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1996年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
2005年度 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳 教育学部支援室事務長 教育学部支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1975年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５０年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1975/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1979年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1979/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1978年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５３年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1978/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1978年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1978/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1977年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５２年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1977/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1977年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1977/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1988年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1988/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1976年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５１年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1976/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1980年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５５年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1980/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1975年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５０年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1975/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1974年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４９年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1974/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1974年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４９年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1974/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1973年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４８年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1973/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1973年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４８年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1973/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1972年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４７年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1972/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1976年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５１年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1976/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1983年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５８年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1983/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1987年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６２年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1987/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1987年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1987/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1986年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６１年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1986/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1986年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６１年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1986/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1985年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６０年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1985/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1985年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６０年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1985/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1979年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５４年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1979/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1984年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５９年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1984/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1980年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５５年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1980/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1983年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５８年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1983/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1982年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５７年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1982/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1982年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５７年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1982/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1981年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５６年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1981/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1981年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５６年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1981/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1971年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４６年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1971/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1984年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５９年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1984/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
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1952年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２７年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1952/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1972年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４７年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1972/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1959年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1959/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1958年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1958/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1957年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1957/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1956年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３１年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1956/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1955年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３０年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1955/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1961年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３６年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1961/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1953年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２８年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1953/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1962年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３７年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1962/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1951年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２６年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1951/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1950年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２５年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1950/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1949年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1949/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
0年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成８年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1999年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成１１年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1999/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1954年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２９年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1954/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1967年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1967/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
0年度 学務係 教務関係 学籍簿 教育学部支援室事務長 教育学部支援室学務係 永年 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1970年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４５年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1970/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1970年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４５年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1970/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1969年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４４年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1969/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1969年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1969/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1968年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４３年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1968/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1960年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３５年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1960/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1967年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４２年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1967/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1971年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４６年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1971/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1966年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４１年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1966/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1966年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４１年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1966/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1965年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４０年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1965/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1965年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４０年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1965/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1964年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３９年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1964/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1963年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３８年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1963/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1968年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1968/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1995年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1994年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1995年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成７年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成７年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1995年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成７年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 総務係 人事関係
特別昇級選考資料カード（個人別）（平
成７年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 学務係 教務関係
学籍簿（情緒教育教員養成課程平成６
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1994/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成６年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1994/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成６年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1994/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1994年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成６年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成７年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 学務係 教務関係
特殊教育特別専攻科履修の手引き（平
成８年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1996年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1988年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６３年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1988/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1996年度 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成８年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1995年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成８年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
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1996年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成８年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1996年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成８年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 学務係 教務関係
学籍簿（情緒教育教員養成課程平成７
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1995/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成７年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1995/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1995年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成７年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1995/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1995年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成７年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1996年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成８年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成４年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成４年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1992/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成４年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1992/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1990年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成２年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1990/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1989年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成元年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1989/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1993年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1992年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成４年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1991年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成３年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1991/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1991年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成３年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1991/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄
1990年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成２年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1990/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1989年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成元年度入学 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1989/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1992年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成４年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成６年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成６年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1992年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成４年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1994年度 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成６年度） 教育学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学教育学部事務長
補佐

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成５年 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1994年度 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成６年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 学務係 教務関係
学籍簿（情緒教育教員養成課程平成５
年度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1993/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 学務係 教務関係
学籍簿（大学院教育学研究科平成５年
度入学者）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1993/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係 人事関係
特別昇給選考資料カード（個人別）（平
成５年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1993年度 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係
休職・病休級関
係

休職関係（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成５年度） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 教育学部支援室事務長 廃棄
1993年度 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成５年度入学者） 教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 1993/04/01 永年 紙 学務係書庫 教育学部支援室事務長 廃棄

1993年度 総務係 紀要関係
埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平
成５年度）

教育学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 倉庫 教育学部支援室事務長 廃棄

2001年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成13年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1998年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成１０年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1998年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成１０年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1999年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成１１年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1999年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成１１年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

2002年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成１４年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

2000年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成１２年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

2001年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成13年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

2002年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成１４年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

2000年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成１２年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄
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1993年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成５年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1992年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成４年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1993年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成５年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1992年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成４年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1997年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成９年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1994年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成６年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1994年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成６年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1995年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成７年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1995年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成７年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1996年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成８年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1996年度 幼稚園児関係 その他
幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録
（平成８年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 教官室 附属幼稚園園長 廃棄

1997年度 会計関係 その他
学校要覧（小学校・中学校・養護学校）
（平成９年度）

附属幼稚園園長
文部科学省埼玉大学教育学部附属幼
稚園

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 附属幼稚園園長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係
毒物等使用責任者指定簿（平成１０年度
～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1992年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成４年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1992年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成４年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1992年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成９年
度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1993年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成５年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1993年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成５年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1993年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１０
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1999年度 会計関係 物品関係 毒物等受払簿 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1999/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１０年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１０年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 教育 保健・安全管理
消防署立ち入り検査通知書綴（平成１０
年度～）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1998/04/01 33年 2031年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1999年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１１年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1999年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１１年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係 毒物等受払簿（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1999年度 会計関係 物品関係 毒物等点検表 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1999/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係 毒物等点検表（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2000年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１２年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

2000年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１２年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2000年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

健康管理担当者及び安全管理担当者の
指定簿

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校主任

2000/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2000年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

危険防止主任者名簿 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校主任

2000/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2001年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１３
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

危険防止主任者名簿（平成１６年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1999年度 会計関係 物品関係 毒物等使用責任者指定簿 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1999/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1997年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成９年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1994年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成６年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1994年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１１
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1995年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成７年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄
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1995年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成７年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1995年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１２
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1996年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成８年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係 毒物等点検表（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1997年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成９年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係 毒物等受払簿（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係
毒物等使用責任者指定簿（平成１０年度
～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係 毒物等受払簿（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄
1998年度 会計関係 物品関係 毒物等点検表（平成１０年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 物品関係
毒物等使用責任者指定簿（平成１０年度
～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 1998/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2001年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１３年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1994年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成６年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

1996年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成８年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2005年度 学務関係 教務 学校要覧（平成１７年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2003年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１５
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

2003年度 教育 教務 学校要覧（平成１５年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１６年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 教育 保健・安全管理
消防署立ち入り検査通知書綴（平成１６
年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

健康管理担当者及び安全管理担当者の
指定簿（平成１６年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 教育 保健・安全管理
消防署立ち入り検査通知書綴（平成１６
年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 32年 2036年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

危険防止主任者名簿（平成１６年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

健康管理担当者及び安全管理担当者の
指定簿（平成１６年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

危険防止主任者名簿（平成１６年度～） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

健康管理担当者及び安全管理担当者の
指定簿（平成１６年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2002年度 教育 教務 学校要覧（平成１４年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2005年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１７年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 教育 保健・安全管理
消防署立ち入り検査通知書綴（平成１６
年度～）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 33年 2037年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2006年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１８年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2006年度 学務関係 教務 学校要覧（平成１８年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2007年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成１９年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2007年度 学務関係 教務 学校要覧（平成１９年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2008年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成２０年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2008年度 学務関係 教務 学校要覧（平成２０年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2009年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成２０年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2009年度 学務関係 教務 学校要覧（平成２０年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2010年度
学校教育法施
行規則

指導要録
指導要録（学籍に関する記録）その写し
及び抄本（平成２１年度）

附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 教員室 附属小学校校長 廃棄

2010年度 学務関係 教務 学校要覧（平成２１年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2010/04/01 32年 2041年5月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2001年度 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１３年度） 附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校専門職員

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2004年度 学務関係 教務 学校要覧（平成１６年度） 附属小学校副校長 専門職員（附属小学校事務担当） 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 附属小学校校長 廃棄

2002年度 教育 学籍
指導要録（学籍に関するもの）（平成１４
年度）

附属小学校副校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属小
学校副校長

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 教官室 附属小学校校長 廃棄

2008年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成２０
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2004年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成１６
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1995年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成７年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄
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1993年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成５年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1992年度 会計関係 その他 学校要覧(平成4年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1994年度 会計関係 その他 学校要覧(平成6年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1994年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成６年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2010年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成２２
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2010年度 教育関係 教務 学校要覧（平成２２年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄
2009年度 教育関係 教務 学校要覧（平成２１年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

1996年度 会計関係 その他 学校要覧(平成8年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2008年度 教育関係 教務 学校要覧（平成２０年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

2007年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成１９
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2007年度 教育関係 教務 学校要覧（平成１９年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

2006年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成１８
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2006年度 教育関係 教務 学校要覧（平成１８年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

2005年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成１７
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2005年度 教育関係 教務 学校要覧（平成１７年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

1994年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

健康管理担当者及び安全管理担当の指
名簿

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1994/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2009年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録)（平成２１
年度）

附属中学校校長 附属中学校副校長 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2000年度 会計関係 その他 学校要覧(平成12年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2004年度 教育関係 教務 学校要覧（平成１６年度） 附属中学校校長 附属中学校副校長 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 文書保管室 附属中学校校長 廃棄

2003年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１５
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2003年度 会計関係 その他 学校要覧(平成１５年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2002年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１４
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2002年度 会計関係 その他 学校要覧(平成１４年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2001年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１３
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1995年度 会計関係 その他 学校要覧(平成7年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1993年度 会計関係 その他 学校要覧(平成5年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

2000年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１２
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1992年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成４年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1999年度 会計関係 物品関係 毒物等使用責任者指定簿 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1999/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1999年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１１
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1999年度 会計関係 その他 学校要覧(平成11年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1998年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成１０
年度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1998年度 会計関係 その他 学校要覧(平成10年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1997年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成９年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

1997年度 会計関係 その他 学校要覧(平成9年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1996年度 庶務関係
保健・安全保持
関係

危害防止主任者名簿 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

1996/04/01 指名解除まで 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1996年度 教育関係 学籍
指導要録(学籍に関する記録）（平成８年
度入学）

附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校副校長

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 校長室金庫 附属中学校校長 廃棄

2001年度 会計関係 その他 学校要覧(平成13年度) 附属中学校校長
文部科学省埼玉大学教育学部附属中
学校事務室

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 附属中学校校長 廃棄

1992年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成４年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

2002年度 庶務関係 資料 学校要覧（平成１４年度）
文部科学省埼玉大学教育学部附
属養護学校専門職員（附属養護学
校事務担当）

附属特別支援学校校長 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

1993年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成５年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄
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1995年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成７年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

1996年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成８年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

1997年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成９年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

1998年度 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１０年度）
文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校専門職員（附属養護学校事
務担当）

附属特別支援学校校長 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

1998年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成１０
年度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

1999年度 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１１年度）
文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校専門職員（附属養護学校事
務担当）

附属特別支援学校校長 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

1999年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成１１
年度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

2000年度 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１２年度）
文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校専門職員（附属養護学校事
務担当）

附属特別支援学校校長 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

2000年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成１２
年度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

2001年度 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１3年度）
文部科学省埼玉大学教育学部附
属養護学校専門職員（附属養護学
校事務担当）

附属特別支援学校校長 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

1994年度 教育関係 学籍
指導要録（学籍に関する記録）（平成６年
度）

文部省埼玉大学教育学部附属養
護学校担当教官

附属特別支援学校校長 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 教官会議室 附属特別支援学校校長 廃棄

2002年度 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１4年度）
文部科学省埼玉大学教育学部附
属養護学校専門職員（附属養護学
校事務担当）

附属特別支援学校校長 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

2009年度 学校教育法 指導要録 指導要録(学籍に関する記録)および抄 附属特別支援学校学部主事 附属特別支援学校校長 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2009年度 学校教育法 指導要録 指導要録(指導に関する記録)および抄 附属特別支援学校学部主事 附属特別支援学校校長 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2009年度 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2009/04/01 21年 2030年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2009年度 教育関係 学籍 卒業生台帳 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2009/04/01 永年 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2009年度 教育関係 学籍 卒業証書授与台帳 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2009/04/01 永年 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2009年度 教育関係 保健安全管理 自動発電機点検表 附属特別支援学校専門職員 附属特別支援学校校長 2009/04/01 21年 2030年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 学校教育法 指導要録 指導要録(学籍に関する記録)および抄 附属特別支援学校学部主事 附属特別支援学校校長 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 学校教育法 指導要録 指導要録(指導に関する記録)および抄 附属特別支援学校学部主事 附属特別支援学校校長 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録） 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2010/04/01 21年 2031年3月31日 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 教育関係 学籍 卒業生台帳 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2010/04/01 永年 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 教育関係 学籍 卒業証書授与台帳 附属特別支援学校教務主任 附属特別支援学校校長 2010/04/01 永年 紙 教員室 附属特別支援学校校長 廃棄
2010年度 教育関係 保健安全管理 自動発電機点検表 附属特別支援学校専門職員 附属特別支援学校校長 2010/04/01 21年 2031年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

2001年度 庶務関係 資料 学校要覧（平成１３年度）
文部科学省埼玉大学教育学部附
属養護学校専門職員（附属養護学
校事務担当）

附属特別支援学校校長 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 附属特別支援学校校長 廃棄

2010年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成２２年度） 国際交流支援室長 国際交流支援室 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1998年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第２期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課留学
生第二係

1998/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2002年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入（平成１４年度） 国際企画課長
文部科学省埼玉大学総務部国際企画
課国際企画係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1998年度 広報 紹介ビデオ
埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９８．
６）英語版

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第１０期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2002年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１４年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 研究国際協力課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2002年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１４年度） 国際企画課長
文部科学省埼玉大学総務部国際企画
課国際企画係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１６年度） 研究国際協力課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2001年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第９期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2001/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2001年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第８期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2001/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2001年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１２回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１３年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2001年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１３年度） 国際交流課長
文部省埼玉大学総務部国際交流課国
際交流係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄
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2000年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第７期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2000/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2000年度 交換留学
短期留学推進
制度（受入関

短期留学推進制度（派遣）（平成１２年
度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

2000/04/01 永年 紙 事務室 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2006年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１８年度）

国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2010年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
埼玉県留学生交流推進協議会総会（平
成２２年度）

国際交流支援室長 国際交流支援室 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2009年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成２１年度） 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2009年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成２１年度）

国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2008年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成２０年度） 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2008年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成２０年度）

国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2007年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１９年度） 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2002年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第１１期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2002/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

2006年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１８年度） 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2000年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１１回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１２年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2005年度 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１７年度） 研究国際協力課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2004年度 JAFSA その他 JAFSA会員加入 研究国際協力課長
国立大学法人埼玉大学全学教育課総
括留学生係

2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2007年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１３回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１９年度）

国際交流支援室長
国立大学法人埼玉大学研究協力部国
際交流支援室

2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1994年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第５回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成６年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 学生部倉庫 国際室長 廃棄

1997年度 広報 紹介ビデオ
埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９７．
３）英語版

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 国際室長 廃棄

1997年度 広報 紹介ビデオ
埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９７．
３）日本語版

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 国際室長 廃棄

1996年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第７回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成８年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 学生部倉庫 国際室長 廃棄

1996年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（1996-
1997）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1995年度 交換留学 名簿関係
学生交流協定校への交換留学生受入
名簿

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1995/04/01 永年 FD・CD・MO等 書庫 国際室長 廃棄

1995年度 交換留学 名簿関係
学生交流協定校からの交換留学生受入
名簿

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1995/04/01 永年 FD・CD・MO等 書庫 国際室長 廃棄

2000年度 交換留学 説明会関係 海外留学説明会関係 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

2000/04/01 永年 紙 書庫 国際室長 廃棄

1995年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（平成７年
度・日本語併記）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1997年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第１期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課留学
生係

1997/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

1994年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（平成６年
度・日本語併記）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1993年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第４回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成５年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 学生部倉庫 国際室長 廃棄

1993年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（1993・日
本語併記）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1992年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第３回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成４年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 学生部倉庫 国際室長 廃棄

1992年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（1992・日
本語併記）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交
流係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1962年度 留学生 留学生関係 外国人留学生名簿 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課留学
生係

1962/04/01 永年 紙 事務室 国際室長 廃棄

1995年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第６回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成７年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 学生部倉庫 国際室長 廃棄

1999年度 交流協定 学術交流協定 協定締結までの手順等 国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際交流課国
際交流係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係
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保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

1962年度 留学生
政府派遣受入
関係、国費留
学生関係

国費外国人留学生名簿 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課留学
生係

1962/04/01 永年 紙 事務室 国際室長 廃棄

2000年度 資料 概要等
埼玉大学韓国語概要（保存用）（2000-
2001)

国際交流課長 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

2000年度 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（2001） 国際交流課長
文部省埼玉大学総務部国際交流課国
際交流係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

2000年度 海外渡航
海外渡航事務
手続き

法令・規則・通達等で各大学の規則の規
範となるもの

国際交流課長
文部省埼玉大学総務部国際交流課国
際交流係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1999年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第５期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

1999/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

1999年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第４期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

1999/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

1997年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（1997-
1998）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1999年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第１０回埼玉県留学生交流推進協議会
総会（平成１１年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1997年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第８回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成９年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 留学生課倉庫 国際室長 廃棄

1999年度 交流協定 学術交流協定 締結に関する基準及び手続き等 国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際交流課国
際交流係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 国際室長 廃棄

1999年度 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（2000） 国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際交流課国
際交流係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

1998年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第３期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課留学
生第二係

1998/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

1998年度
埼玉県留学生
交流推進協議

会議関係
第９回埼玉県留学生交流推進協議会総
会（平成１０年度）

留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員（留学生担当）

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 留学生課倉庫 国際室長 廃棄

1998年度 広報 紹介ビデオ
埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９８．
６）日本語版

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 国際室長 廃棄

1998年度 資料 概要等
埼玉大学英文概要（保存用）（1998-
1999）

国際交流課長
文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国
際交流係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 総務書庫 国際室長 廃棄

2000年度 研修生
日本語研修生
関係

日本語研修生受入関係（第６期） 留学生課長
文部省埼玉大学学生部留学生課専門
職員

2000/04/01 永年 紙 倉庫 国際室長 廃棄

1997年度 会議等 学部内会議 教授会（平成９年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2007年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2007年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2007年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2007/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2007年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2006年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2005年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2006年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2008年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
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2006年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2006/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2006年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 経済学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 経済学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2010年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 経済学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2010年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 経済学部支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2010年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2008年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2010年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 経済学部支援室総務係 2010/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1952年度 物品関係 物品関係 図書文官簿 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1952/04/01 永年 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2010年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 経済学部支援室学務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2008年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2009年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2009年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2009年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2008年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2008年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2008/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1998年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１０年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1995年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成７年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1996年度 会議等 学部内会議 教授会（平成８年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1996年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成８年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1996年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成８年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1996年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成８年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1997年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成９年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1997年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成９年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1999年度 調査・報告関係
教員免許状関
係

課程認定関係（平成１1年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
二係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１０年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1995年度 会議等 学部内会議 教授会（平成７年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1998年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１０年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１０年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1998年度 調査・報告関係
教員免許状関
係

課程認定関係（平成１０年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
二係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1999年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１１年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1999年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１１年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
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1999年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１１年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1999年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１１年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1997年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成９年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1993年度 会議等 学部内会議 教授会（平成５年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2009年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1969年度
学位記発行関
係

卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1969/04/01 永年 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1969年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1969/04/01 永年 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1992年度 会議等 学部内会議 教授会（平成４年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1992年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1992年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成７年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1992年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）平成４年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成７年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
1993年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成５年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1993年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成５年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1993年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成５年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1994年度 会議等 学部内会議 教授会（平成６年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1994年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成６年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1994年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成６年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1995年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1995/04/01 永年 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

1994年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成６年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1992年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成４年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2004年度 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書 経済学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2004年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2004年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2004年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 学位記発行関 卒業関係 卒業生名簿（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議 研究科委員会 経済学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2005年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書 経済学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2005年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科設置
計画書

経済学部支援室事務長 総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１２年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

1993年度 調査・報告関係
教員免許状関
係

課程認定関係（平成５年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
二係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2005年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2005年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 調査・報告関係 教員免許状関 課程認定関係 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2001年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

埼玉大学大学院経済科学研究科経済
科学専攻博士後期課程設置計画書

経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１２年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2000年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１２年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2001年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１３年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2004年度 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 経済学部支援室事務長 学務第1係 2004/04/01 永年 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2000年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１２年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

24   /   40



作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2004年度 会議等 学部内会議 教授会 経済学部支援室事務長 総務係 2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 書庫 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2001年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１３年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2001年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１３年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2001年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１３年度 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2001年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置 設置計画書（平成13年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2002年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１４年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2002年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１４年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2002年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）（平成１４年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2003年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）（平成１５年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2002年度 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）（平成１４年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2003年度 会議等 学部内会議 教授会（平成１５年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄

2003年度 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）（平成１５年度） 経済学部支援室事務長
文部科学省埼玉大学経済学部学務第
一係

2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室
大学院人文社会科学研究科支援室事務
長

廃棄

2003年度 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１５年度） 経済学部支援室事務長 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院人文社会科学研究科支援室事務 廃棄
2002年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2001年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成１３年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2002年度 会議等 学内会議 分科会（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 会議等 学内会議 教授会（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 会議等 学部外会議等 分科会（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2001年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

2001/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 教務関係
大学院・講義内容に関する書類（履修案
内）（平成１４年度）

理工学研究科支援室事務長 文部省埼玉大学工学部学務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2002年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2002年度 学務係 学籍関係 大学院・学籍簿（平成１３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部省埼玉大学工学部学務係 2002/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 会議等 学部外会議等 分科会（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 会議等 学内会議 教授会（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 会議等 学内会議 分科会（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１５年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2003年度 学務係 教務関係
大学院・講義内容に関する書類（履修案
内）（平成１５年度）

理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2003年度 刊行物関係 刊行物関係 理学部案内（平成１５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003/04/01 31年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 工学部学務係 教務関係 放送大学関係（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2003年度 学務係 学籍関係 大学院・学籍簿（平成１４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 会議等 学内会議 教授会（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 会議等 学内会議 分科会（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1999年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成１１年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1999年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成１１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1999/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2000年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 会議等 学内会議 分科会（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2000年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成１２年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2000年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2000/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2000年度
情報システム
工学科

管理・運営関係
文書

学科内建物規則 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部情報シス
テム工学科

2000/04/01 永年 紙 学科事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

25   /   40



作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2000年度
情報システム
工学科

管理・運営関係
文書

教育用計算機システム利用規則（平成
12年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部情報シス
テム工学科

2000/04/01 永年 紙 情報技官室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2000年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

2000/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2001年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 会議等 学内会議 教授会（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2001年度 会議等 学内会議 分科会（平成１３年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 会議等 学内会議 教授会（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2009年度 会議等 学内会議
理工学研究科代議員会関係（平成２１年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2008年度 工学部学務係 教務関係 教務関係（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2007年度 工学部学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１９年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙
書庫・データ保
管庫

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2007年度 工学部学務係 学籍関係 学籍簿（平成１９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2007/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 会議等 学内会議 工学部教授会（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 会議等 学内会議 工学部運営会議（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2008年度 会議等 学内会議
理工学研究科教授会関係（平成２０年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2008年度 会議等 学内会議
理工学研究科代議員会関係（平成２０年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2008年度 会議等 学内会議
理工学研究科運営会議関係（平成２０年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2008年度 工学部学務係 教務関係 定期試験答案等保存状況（平成２０年 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 工学部学務係 教務関係 転学部転学科関係（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 工学部学務係 教務関係 ガイダンス関係（平成２０年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 書庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2007年度 会議等 学内会議
理工学研究科代議員会関係（平成１９年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2009年度 会議等 学内会議
理工学研究科教授会関係（平成２１年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2007年度 会議等 学内会議
理工学研究科教授会関係（平成１９年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2009年度 会議等 学内会議
理工学研究科運営会議関係（平成２１年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2009年度 会議等 学内会議 工学部教授会（平成２１年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2009年度 会議等 学内会議 工学部運営会議（平成２１年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2009年度 工学部学務係 学籍関係 学籍簿（平成２１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2009/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2010年度 会議等 学内会議 理工学研究科教授会関係（平成２２年 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2010年度 会議等 学内会議
理工学研究科代議員会関係（平成２２年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2010年度 会議等 学内会議
理工学研究科運営会議関係（平成２２年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2010年度 会議等 学内会議 工学部教授会（平成２２年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2010年度 会議等 学内会議 工学部運営会議（平成２２年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2010年度 工学部学務係 学籍関係 学籍簿（平成２２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2010/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1999/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2008年度 工学部学務係 学籍関係 学籍簿（平成２０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2008/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学内会議 分科会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学部内会議等 学部教授会代議員会（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2004年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙
書庫・データ保
管庫

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2004年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 理学部学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 理学部事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 理学部学務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 理学部事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学内会議 教授会（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学内会議 分科会（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１６年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2004/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2005年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙
書庫・データ保
管庫

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2005年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 理学部学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 理学部事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2007年度 会議等 学内会議
理工学研究科運営会議関係（平成１９年
度）

理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室専門職員 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙
理工学研究科支
援室

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2005年度 会議等 学内会議 教授会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2004年度 会議等 学部内会議等 学部教授会（平成１６年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2004/04/01 30年 2034年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学内会議 学部運営会議（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議等 学部教授会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議等 学部教授会代議員会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 会議等 学部内会議等 分科会代議員会（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 埼玉大学理学部総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１７年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2005/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2006年度 会議等 学内会議 教授会（平成１８年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
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2006年度 会議等 学内会議 研究科運営会議（平成１８年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2006年度 工学部学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１８年度） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙
書庫・データ保
管庫

大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

2006年度 工学部学務係 学籍関係 学籍簿（平成１８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 工学部学務係 2006/04/01 永年 紙 金庫 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2007年度 会議等 学内会議 工学部教授会（平成１９年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2007年度 会議等 学内会議 工学部運営会議（平成１９年度） 理工学研究科支援室事務長 理工学研究科支援室総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１７年度） 理工学研究科支援室事務長 理学部学務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 理学部事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1992年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成４年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1989年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成元年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1989/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1990年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1990/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1990年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1990/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1991年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1991/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1991年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1991/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1992年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 会議等 学内会議 教授会（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 会議等 学内会議 分科会（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1993年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成５年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1993/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1992年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1987年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1987/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1992/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1992年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1992/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1993年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 会議等 学内会議 教授会（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 会議等 学内会議 分科会（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1993年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成５年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1993年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成５年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1993年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成５年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1993/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1992年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成４年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1975年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1975/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1963年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和３８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1963/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2000年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１２年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1999年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１１年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1964年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和３９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1964/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1965年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1965/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1966年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1966/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1967年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1967/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1968年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1968/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1969年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1969/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1970年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４５年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1970/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1971年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４６年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1971/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1972年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４７年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1972/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1989年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成元年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1989/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1974年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1974/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1988年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1988/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1976年度 学籍関係 学籍関係 学籍簿 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1976/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1977年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５２年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1977/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1978年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５３年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1978/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1979年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５４年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1979/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1980年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５５年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1980/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1981年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５６年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1981/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1982年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５７年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1982/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1983年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1983/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1984年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1984/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1985年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1985/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1986年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1986/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1976年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５１年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1976/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1973年度 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1973/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1997年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1997/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1996年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成８年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
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1996年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1996/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1996年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成８年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1996/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1997年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 会議等 学内会議 教授会（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 会議等 学内会議 分科会（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成９年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1997年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成９年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1997/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1998年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成１０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1998/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1998年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 会議等 学内会議 教授会（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 会議等 学内会議 分科会（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1998年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１０年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1976年度 学籍関係 学籍関係 学籍簿 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1976/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1998年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成１０年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1998年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１０年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1998/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1997年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成９年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1994年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成６年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1994/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 会議等 学内会議 教授会（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 会議等 学内会議 分科会（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1994年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成６年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1994年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成６年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1994/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1995年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 学務係 学籍関係 学籍簿（平成７年度入学者） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1995/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 会議等 学部内会議等 分科会（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1994年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成６年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 会議等 学内会議 教授会（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 会議等 学部内会議等 教授会（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1996年度 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1995年度
理工学研究科
係

学籍関係 学籍簿（平成７年度入学者） 理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1995/04/01 永年 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1996年度 会議等 学内会議 教授会（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1995年度
理工学研究科
係

教務関係
講義内容に関する書類（履修案内）（平
成７年度）

理工学研究科支援室事務長
文部科学省埼玉大学工学部理工学研
究科係

1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄

1996年度 会議等 学内会議 分科会（平成８年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部学務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 会議等 学内会議 学科長会議（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
1995年度 会議等 学内会議 分科会（平成７年度） 理工学研究科支援室事務長 文部科学省埼玉大学工学部総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 大学院理工学研究科支援室事務長 廃棄
2005年度 課程認定 課程認定 課程認定関係(平成17) 総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（変更、年度計画届
出）

総務課長 総務課評価・企画係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成17) 総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度 文書管理 文書管理 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2005年度 諸会議 教育研究評議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2005年度 学校指定 学校指定 工学部無線従事者資格申請 総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度 学校指定 学校指定
一級建築士受験資格認定(工学部平成
18～)

総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度 諸会議 経営協議会 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規程等制定綴(平成1７) 総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2005年度 諸会議 役員会 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書 総務課長 総務課評価・企画係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動報告書WEB入力
システム関係

総務課長 総務課評価・企画係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2005年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動評価及び方針等 総務課長 総務課評価・企画係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2005年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届（平成１７年度） 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2006年度 諸会議 教育研究評議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2005年度 事務総括 国立大学法人 法人登記 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１6年度学校法人ワタナベ学園越谷
保育専門学校関係

総務課長 総務課法規調査係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 課程認定 課程認定 課程認定関係(平成16) 総務課長 総務課法規調査係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成16) 総務課長 総務課法規調査係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2005年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成１６年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2006年度 諸会議 経営協議会 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2006年度 学校指定 学校指定 保育士養成施設指定申請書(平成19) 総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学学部の課程)特別支援
学校教員免許課程　平成１８年１１月

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度 公印 公印関係 公印簿（平成１４年度） 広報室長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 課程認定 課程認定
課程認定に係る教科に関する科目の変
更届について（平成17年度適用)

総務課長 総務課法規調査係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 課程認定 課程認定
埼玉大学：教免課程認定変更届及び取
下げ届(平成18)

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

学校法人ワタナベ学園越谷保育専門学
校関係(平成22)

総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学学部等の課程)　教育
学部　平成１７年９月

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学院の課程)　理工学研
究科　平成１７年９月

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 諸会議 役員会 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規則等制定綴(平成18～) 総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表（平成１７年度） 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学院の課程)特別支援学
校教員免許課程　平成１８年１１月　教

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成１７年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書 総務課長 総務課評価・企画係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（変更、年度計画届
出）

総務課長 総務課評価・企画係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動報告書WEB入力
システム関係

総務課長 総務課評価・企画係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2006年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動評価及び方針等 総務課長 総務課評価・企画係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2006年度 事務総括 国立大学法人 法人登記 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１７年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係

総務課長 総務課法規調査係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2005年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿（平成１７年度） 総務課長 総務課総務係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成18) 総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
理工学研究科環境制御工学専攻博士
課程設置計画綴１（平成１３年７月）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2002年度 情報公開 情報公開関係 行政文書分類基準表（平成１４年度） 広報室長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2002年度 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１４年度） 広報室長 総務課広報係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成１３年度） 総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度 視察 視察
理学視学委員の実地視察関係綴（平成
１３年１２月５日）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
埼玉大学大学院理工学研究科（博士課
程）環境制御工学専攻設置計画書（教
員の個人調書等）（平成１３年７月３１日）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
埼玉大学大学院理工学研究科（博士課
程）環境制御工学専攻設置計画書（抜
刷）（平成１３年７月３１日）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
埼玉大学大学院経済科学研究科経済
科学専攻博士後期課程設置計画書（抜
刷）（平成１３年７月３１日）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
埼玉大学大学院経済科学研究科経済
科学専攻博士後期課程設置計画書（教
員の個人調書等）（平成１３年７月３１日）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2002年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１４年度) 広報室長 総務課広報係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
理工学研究科環境制御工学専攻博士
課程設置計画綴２補正審査（平成１３年

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2002年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１４年度) 広報室長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 会議等 学内会議等 評議会（平成１３年度） 総務課長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１３年度） 総務課長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１３年度) 広報室長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１３年度) 広報室長 総務課広報係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 情報公開 情報公開関係 行政文書ファイル管理簿（平成１３年度） 広報室長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 情報公開室 総務課長 廃棄
2001年度 公印 公印関係 公印簿（平成１３年度） 広報室長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2001年度 情報公開 情報公開関係 行政文書分類基準表（平成１３年度） 広報室長 総務課総務係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2006年度 文書管理 文書管理 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成２０年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度 学部・学科 設置
経済科学研究科経済科学専攻博士後
期課程設置計画綴（平成１３年７月）

総務課長 総務課法規調査係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2004年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表（平成１６年度） 広報課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 文書管理 文書管理 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 諸会議 教育研究評議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 諸会議 経営協議会 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 諸会議 役員会 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書 総務課長 総務課評価・企画係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2004年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（変更、年度計画届
出）

総務課長 総務課評価・企画係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2004年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動報告書WEB入力
システム関係

総務課長 総務課評価・企画係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2004年度
教育・研究等評
価センター

教員活動評価
関係

評価センター教員活動評価及び方針等 総務課長 総務課評価・企画係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 総務課 総務課長 廃棄

2002年度 情報公開 情報公開関係 行政文書ファイル管理簿（平成１４年度） 広報室長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 情報公開室 総務課長 廃棄
2004年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿（平成１６年度） 広報課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規程等制定綴(平成16) 総務課長 総務課法規調査係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届（平成１６年度） 広報課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 公印 公印関係 公印簿（平成１６年度） 広報課長 総務課総務係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成１4） 総務課長 総務課法規調査係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１４年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係２

総務課長 総務課法規調査係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１４年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係（平成１４）

総務課長 総務課法規調査係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
文化科学研究科日本・アジア文化研究
専攻博士後期課程設置計画綴　補正審
査（Ｈ１４・１０）

総務課長 総務課法規調査係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
文化科学研究科日本・アジア文化研究
専攻博士後期課程設置綴（平成１4・７）

総務課長 総務課法規調査係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度 会議等 学内会議等 評議会（平成１４年度） 総務課長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2002年度 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１４年度） 総務課長 総務課総務係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2004年度 事務総括 国立大学法人 法人登記 総務課長 総務課総務係 2004/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 移管

2009年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（作成） 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成２１年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 32年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
中期目標・中期
計画

年度計画 平成２３年度計画 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 32年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書（平成２１年
度）

総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 32年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

第１期中期目標期間教育研究評価 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 32年 2041年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
組織の廃止転
換・再編成

課程認定 課程認定変更・取下届(平成21) 総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規則等制定綴(平成21) 総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書（平成２０年
度）

総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
中期目標・中期
計画

年度計画 平成２２年度計画 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
学部・学科等の
設置、改廃

学生定員変更 学生定員増減関係綴（平成21） 総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 認証評価
大学機関別認
証評価

大学機関別認証評価 総務課長 総務課評価・企画係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 文書管理 文書管理 文書管理ファイル簿 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 諸会議 諸会議 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 諸会議 諸会議 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 諸会議 諸会議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 諸会議 諸会議 学長選考会議 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2009年度 渉外 渉外 法人登記申請関係 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 永年 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2009年度 渉外 渉外 協定書 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成21) 総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成22) 総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
機能材料工学専攻設置計画に係る提出
書類（個人調書等）（平成７）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2001年度 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１３年度） 広報室長 総務課広報係 2001/04/01 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
学部・学科等の
設置、改廃

学生定員変更 学生定員増減関係綴（平成22） 総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更

組織の設置、廃止、改組、名称変更（平
成22）

総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2010年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2010年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
組織の廃止転
換・再編成

電気事業法主
任技術者資格

（電気事業法）主任技術者の資格に係る
学校指定関係

総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規則等制定綴(平成22) 総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更

組織の設置、廃止、改組、名称変更（平
成21）

総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度 会議 会議 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2010年度 会議 会議 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2010年度 会議 会議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2010年度 会議 会議 学長選考会議 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
教育・研究等評
価室

教員活動評価
評価室教員活動報告書WEB入力システ
ム関係（平成２２年度）

総務課長 総務課評価・企画係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 電子データ 総務課 総務課長 廃棄

2010年度 行事 行事 フェロー授与式関係 総務課長 総務課総務係 2010/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

学校法人ワタナベ学園越谷保育専門学
校関係(平成21)

総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度
組織の廃止転
換・再編成

課程認定
埼玉大学課程認定申請書（学部学科等
の課程）

総務課長 総務課法規調査係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿（平成２０年度） 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度
組織の廃止転
換・再編成

課程認定 課程認定変更・取下届(平成22) 総務課長 総務課法規調査係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成19) 総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 事務総括 事務総括 法人登記 総務課長 総務課総務係 2009/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 文書管理 文書管理 文書ファイル管理簿 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成１８年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
中期目標・中期
計画

年度計画 平成２０年度計画 総務課長 総務課評価・企画係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書（平成１８年
度）

総務課長 総務課評価・企画係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（変更） 総務課長 総務課評価・企画係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学学部の課程)　工学部
平成１９年１２月

総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 課程認定 課程認定
国立大学法人埼玉大学教員免許課程
認定申請書(大学院の課程)　教育学研
究科　平成１９年１２月

総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表（平成１９年度） 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
設置計画書（工学部環境共生学科）（平
成19）

総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿（平成１９年度） 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規則等制定綴(平成19～) 総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 諸会議 学長選考会議 学長選考会議 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 諸会議 教育研究評議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 諸会議 経営協議会 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 諸会議 役員会 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2007年度 事務総括 国立大学法人 法人登記 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１８年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係

総務課長 総務課法規調査係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 情報公開 情報公開関係 文書ファイル管理簿（平成１８年度） 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2006年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表（平成１８年度） 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 課程認定 課程認定
埼玉大学：教免課程認定変更届及び取
下げ届(平成19)

総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
法令・通達・学
内規則等

規程等の制定・
改廃

規則等制定綴(平成20～) 総務課長 総務課法規調査係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届（平成１８年度） 総務課長 総務課総務係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 情報公開 情報公開関係 文書分類基準表（平成２０年度） 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届（平成２０年度） 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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保存期間
満了時措置

2008年度 事業報告書 事業報告書 事業報告書（平成１９年度） 総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
中期目標・中期
計画

年度計画 平成２１年度計画 総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

業務の実績に関する報告書（平成１９年
度）

総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（現況調査表） 総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（達成状況報告書） 総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届（平成１９年度） 総務課長 総務課総務係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 課程認定 課程認定 埼玉大学：課程認定変更届(平成20) 総務課長 総務課法規調査係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成２０年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係

総務課長 総務課法規調査係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
法令・通達・学
内規則等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成20) 総務課長 総務課法規調査係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度 文書管理 文書管理 文書管理ファイル簿 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 諸会議 諸会議 役員会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 諸会議 諸会議 経営協議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 諸会議 諸会議 教育研究評議会に関する重要文書 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 電子データ 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 諸会議 諸会議 学長選考会議 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 渉外 渉外 協定書 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄
2008年度 事務総括 事務総括 法人登記 総務課長 総務課総務係 2008/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

平成１９年度学校法人ワタナベ学園越
谷保育専門学校関係

総務課長 総務課法規調査係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度
中期目標・中期
計画

中期目標・中期
計画

中期目標・中期計画（変更） 総務課長 総務課評価・企画係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

管理及び運営（平成５～８） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 34年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成５年度) 庶務課長 総務課広報係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1993年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成５年度) 庶務課長 総務課広報係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学則（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

人事（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

会計（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

庶務（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

大学院（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

学生定員増減関係（平成５～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画書（平成５）（様式３，５号）個

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成５～８） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 34年 2027年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（正規の課程）教養学
部・理学部・工学部（平６.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学務（平成５～６） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 32年 2025年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1993年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３１号（平成５） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度 視察 視察 経済学・商学視学委員（平成５．１１．１ 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
1993年度 視察 視察 経済科学研究科実地審査（平成５．２．２ 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校（平成５） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画書（平成５）抜刷

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画書（平成５）

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 庶務課長 総務課総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校（平成５～１１） 庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 37年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成６年度) 庶務課長 総務課総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1994年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成６年度) 庶務課長 総務課広報係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1994年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成６年度) 庶務課長 総務課広報係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1994年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

要項等制定（その他報告分）（平成６～
）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 37年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1994年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３３号（平成６） 庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３２号（平成６） 庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
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1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院設置基準第１４条特例の適用（平
成６）文化科学研究科

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院設置基準第１４条に定める教育
方法の特例実施計画書（平成６）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成５年度) 庶務課長 総務課総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）（抜刷）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成３～５年度) 庶務課長 総務課広報係 1994/04/01 30年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）（様式３，５号）個

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画等関係資料（平成６）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）抜刷

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）（様式３，５号）個

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）（様式１，４，３

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
理工学研究科環境制御工学専攻設置
計画（平成６）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 会議等 学内会議等 評議会（平成６年度） 庶務課長 総務課総務係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）理工
学（平６.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画書（平成５）（様式３，５号）個

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1994年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科環境制御工学専
攻設置計画書（平成６）（抜刷）様式１，

庶務課長 総務課法規調査係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1980年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

人事（昭５５～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1980/04/01 43年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1989年度 学校指定 学校指定
社会福祉士及び介護福祉法に基づく社
会福祉に関する科目（平成元～　）

庶務課長 総務課法規調査係 1989/04/01 42年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1989年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

管理及び運営（平成元～４） 庶務課長 総務課法規調査係 1989/04/01 34年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1987年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

経済短期大学部関係規程（昭６２～平
６）

庶務課長 総務課法規調査係 1987/04/01 38年 2025年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1986年度 学校指定 学校指定
（電気事業法）主任技術者の資格に係る
学校指定関係（昭和６１～　）

庶務課長 総務課法規調査係 1986/04/01 45年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1984年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

埼玉県立教員養成所（名称変更）県立
養護教諭養成所（昭５９～平６）

庶務課長 総務課法規調査係 1984/04/01 41年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1982年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校（～平成５．５） 庶務課長 総務課法規調査係 1982/04/01 42年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1981年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

庶務（昭５６～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1981/04/01 42年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1981年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校（昭５６～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1981/04/01 42年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画書（平成５）（様式１，４，３

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1980年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

会計（昭５５～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1980/04/01 43年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1990年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学務及び大学院（平成２～４） 庶務課長 総務課法規調査係 1990/04/01 33年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1980年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置、廃止、改
組、名称変更、
学生定員変更

設置改廃学生定員増減（昭５５～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1980/04/01 43年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1972年度
法令・通達・学
内規程等

規程等台帳 内規台帳（昭４７～平１１） 庶務課長 総務課法規調査係 1972/04/01 58年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1972年度
法令・通達・学
内規程等

規程等台帳 規程台帳（昭４７～平７） 庶務課長 総務課法規調査係 1972/04/01 54年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1968年度
法令・通達・学
内規程等

規程集 埼玉大学規程集（昭和４３～） 庶務課長 総務課法規調査係 1968/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

1954年度
法令・通達・学
内規程等

規程集 埼玉大学規程集（～昭和４１） 庶務課長 総務課法規調査係 1954/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

1952年度
法令・通達・学
内規程等

規程集 埼玉大学諸規定綴（～昭和２８） 庶務課長 総務課法規調査係 1952/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

2001年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 広報室長 総務課総務係 2001/04/01 30年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科機能材料工学専
攻設置計画等関係資料（平成７）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1980年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

施設（昭５５～平４） 庶務課長 総務課法規調査係 1980/04/01 43年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1992年度 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成４年度） 庶務課長 総務課総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
理工学研究科情報数理科学専攻設置
計画（平成５）

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科情報数理科学専
攻設置計画等関係資料（平成５）

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1993年度 会議等 学内会議等 評議会（平成５年度） 庶務課長 総務課総務係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
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1993年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（正規の課程）経済学
部・工学部（平５.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1993年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）「社
会」→「地理歴史」「公民」（平５.10）

庶務課長 総務課法規調査係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成４年度) 庶務課長 総務課総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1992年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成４年度) 庶務課長 総務課広報係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1992年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成４年度) 庶務課長 総務課広報係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1989年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

施設（平成元～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1989/04/01 42年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第２９号（平成４） 庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1989年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

国立学校の学科及び課程並びに講座及
び学科目に関する省令（平成元～）

庶務課長 総務課法規調査係 1989/04/01 42年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校・実地視察（平成４．
７）

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院経済科学研究科設置計画書（平
成４）抜刷

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1992年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院経済科学研究科設置計画書（平
成４）様式１，４，３，５号

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1992年度 会議等 学内会議等 評議会（平成４年度） 庶務課長 総務課総務係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1992年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（正規の課程）経済学
部（平４.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1992年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）経済
科学（平４.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1991年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学則（平成３～４） 庶務課長 総務課法規調査係 1991/04/01 32年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1990年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

課程認定関係（平成２～６） 庶務課長 総務課法規調査係 1990/04/01 35年 2025年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1992年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校・学則改正（平成４～
）

庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 39年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成４） 庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1998年度
指定教員養成
機関

指定教員養成
機関

越谷保育専門学校・指定申請（平成１
０．１２．１４）

庶務課長 総務課法規調査係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院教育学研究科障害児教育専攻
設置計画書（平成１１）正本

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1999年度 会議等 学内会議等 評議会（平成１１年度） 庶務課長 総務課総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学学部等の課程）
教養・経済・理・工（平11.11）

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（専攻科の課程）（平
11.10）

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）教育
学（平11.10）

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１０年度) 庶務課長 総務課総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1998年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１０年度) 庶務課長 総務課広報係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1998年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 庶務課長 総務課総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1997年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

規程集掲載外要項等（平成９～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 34年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３７号（平成１０） 庶務課長 総務課法規調査係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1999年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
教育学研究科障害児教育専攻設置計
画書（平成１１）

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度 会議等 学内会議等 評議会（平成１０年度） 庶務課長 総務課総務係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学学部等の課程）
教育学部（平10.12）

庶務課長 総務課法規調査係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）理工
学（平10.９）

庶務課長 総務課法規調査係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1998年度 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ簡易取扱説明書 庶務課長
文部科学省埼玉大学総務部企画広報
室専門職員（企画調査担当）

1998/04/01 永年 紙 事務室 総務課長 廃棄

1997年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成９年度) 庶務課長 総務課総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1997年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成９年度) 庶務課長 総務課広報係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1997年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 庶務課長 総務課総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1997年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成９年度) 庶務課長 総務課広報係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1998年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成１０年度) 庶務課長 総務課広報係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2000年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 広報室長 総務課総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2000年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成１２） 総務課長 総務課法規調査係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2000年度
法令・通達・学
内規程等

規程等台帳 内規台帳（平成１２～　） 総務課長 総務課法規調査係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３０号（平成４） 庶務課長 総務課法規調査係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）文化
科学・理工学（平７.９）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2000年度 視察 視察
課程認定大学の実地視察（平成１２．７．
１９）

総務課長 総務課法規調査係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2000年度 会議等 学内会議等 評議会（平成１２年度） 総務課長 総務課総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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2000年度 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１２年度） 総務課長 総務課総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2000年度 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成９～１１年度) 庶務課長 総務課広報係 2000/04/01 30年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院教育学研究科障害児教育専攻
設置計画書（平成１１）個人調書等

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2000年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１２年度) 広報室長 総務課広報係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院教育学研究科障害児教育専攻
設置計画書（平成１１）抜刷

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

2000年度 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１２年度） 広報室長 総務課広報係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2000年度 公印 公印関係 公印簿（平成１２年度） 広報室長 総務課総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1999年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１１年度) 庶務課長 総務課総務係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1999年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１１年度) 庶務課長 総務課広報係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1999年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成１１年度) 庶務課長 総務課広報係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学務（平成１１～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 32年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成１１） 庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

副学長の設置・事務の一元化整理規程
等（平成１１）

庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度 視察 視察 工学視学委員（平成１１．１１．１２） 庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
2000年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１２年度) 広報室長 総務課総務係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（４－２）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成７年度) 庶務課長 総務課広報係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

設置認可申請手続関係（平成７～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 36年 2031年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

課程認定関係（平成７～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 36年 2031年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３４号（平成７） 庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成７年度） 庶務課長 総務課総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画に係る提出書類（平成
７）個人調書（３－３）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画に係る提出書類（平成
７）個人調書（３－２）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画に係る提出書類（平成
７）個人調書（３－１）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（一部補正）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 庶務課長 総務課総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（４－３）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画に係る補正計画書（平
成７）（抜刷）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（４－１）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科機能材料工学専
攻設置計画書（平成７）抜刷

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科機能材料工学専
攻設置計画書（平成７）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1997年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

管理及び運営（平成９～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 34年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1999年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３８号（平成１１） 庶務課長 総務課法規調査係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
理工学研究科機能材料工学専攻設置
計画（平成７）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
大学院理工学研究科機能材料工学専
攻設置計画書（抜刷）（平成７）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 会議等 学内会議等 評議会（平成７年度） 庶務課長 総務課総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
1995年度 課程認定 課程認定 課程認定申請書（専攻科の課程）（平７. 庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（４－４）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1997年度 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成６～８年度) 庶務課長 総務課広報係 1997/04/01 30年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1997年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３６号（平成９） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1997年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

政策研究大学院大学創設準備室関係
規程等（平成９）

庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 総務部倉庫 総務課長 廃棄

1995年度
学部・学科等の
設置、改廃

設置
東京学芸大学大学院連合学校教育学
研究科設置計画書（平成７）（抜刷）

庶務課長 総務課法規調査係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1995年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成７年度) 庶務課長 総務課広報係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1997年度 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成９年度） 庶務課長 総務課総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1997年度 視察 視察 教養教育視学委員（平成９．１２．１７） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
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作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

1997年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

教職員免許法の特例（介護体験）（平成
９～１０）

庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 32年 2029年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1997年度 会議等 学内会議等 評議会（平成９年度） 庶務課長 総務課総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
1997年度 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成９年度）その２ 庶務課長 総務課総務係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1997年度
法令・通達・学
内規程等

法令・省令・通
達

法令・通達関係（平成９～１０） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 32年 2029年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1996年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成８年度) 庶務課長 総務課総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1996年度 会議等 学内会議等 評議会（平成８年度） 庶務課長 総務課総務係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄
1995年度 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成７年度) 庶務課長 総務課総務係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1996年度 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成８年度) 庶務課長 総務課広報係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
1996年度 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成８年度) 庶務課長 総務課広報係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1996年度
法令・通達・学
内規程等

規程等台帳 規程台帳（平成８～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1996/04/01 35年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1996年度
法令・通達・学
内規程等

規程の制定・改
廃

学務（平成８～１０） 庶務課長 総務課法規調査係 1996/04/01 33年 2029年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1996年度
法令・通達・学
内規程等

規程集追録 規程集追録第３５号（平成８） 庶務課長 総務課法規調査係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 総務書庫 総務課長 廃棄

1997年度 その他
放射線障害予
防関係

放射線障害予防関係届等（平成９～　） 庶務課長 総務課法規調査係 1997/04/01 34年 2031年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1996年度 課程認定 課程認定
課程認定申請書（大学院の課程）理工
学（平８.９）

庶務課長 総務課法規調査係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成1８年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係
作業環境測定結果報告書（H18年度第2
回）

人事課長 実施業者 2006/04/01 31年 2037年3月31日 電子データ 事務室 人事課長 廃棄

2006年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係
作業環境測定結果報告書（H18年度第1
回）

人事課長 実施業者 2006/04/01 31年 2037年3月31日 電子データ 事務室 人事課長 廃棄

2006年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（H18年度）

人事課長 教職員第二係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成17年度） 人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成17
年度）

人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 その他 その他 学内取扱通知（平成１７年度） 人事課長 人事第二係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 その他 その他 学長裁定関係（平成１７年度） 人事課長 人事第二係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成17年度） 人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成17年度） 人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成１７年度） 人事課長 人事第二係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成1８年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 任免関係 任免 休職関係（平成18年度） 人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成18年度）

人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
18年度）

人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成18年度） 人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成18年度） 人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成18年度） 人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成18
年度）

人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（H19年度）

人事課長 教職員第二係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2006年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成１８年度） 人事課長 人事第二係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成17年度） 人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2004年度 任免関係 任免 休職関係（平成16年度） 人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 その他 その他 学長裁定関係（平成１８年度） 人事課長 人事第二係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 その他 その他 学内取扱通知（平成１８年度） 人事課長 人事第二係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2006年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成18年度） 人事課長 人事第一係 2006/04/01 31年 2037年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成16
年度）

人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度
名誉教授の授
与関係

称号授与台帳 名誉教授称号授与台帳 人事課長 教職員第一係 2004/04/01 永年 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（H16年度）

人事課長 教職員第二係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成22年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成1９年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係
作業環境測定結果報告書（30年保存物
質）（H16年度）

人事課長 実施業者 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係 安衛法関係各種届出（H16年度） 人事課長 教職員第二係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成１６年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成１６年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成16年度）

人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成16年度） 人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2004年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成16年度） 人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
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2004年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
16年度）

人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成16年度） 人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
17年度）

人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 その他 その他 学長裁定関係（平成１６年度） 人事課長 人事第二係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2004年度 その他 その他 学内取扱通知（平成１６年度） 人事課長 人事第二係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2004年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成１６年度） 人事課長 人事第二係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 その他 福利厚生 住宅ローンに関する協定書 人事課長 教職員第一係 2005/04/01 永年 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（H17年度）

人事課長 教職員第二係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係
作業環境測定結果報告書（30年保存物
質）（H17年度第1回）

人事課長 実施業者 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度
健康・安全管理
関係

安全管理関係
作業環境測定結果報告書（30年保存物
質）（H17年度第2回）

人事課長 実施業者 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成１７年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成１７年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2005年度 任免関係 任免 休職関係（平成17年度） 人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2005年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成17年度）

人事課長 人事第一係 2005/04/01 31年 2036年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2004年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成16年度） 人事課長 人事第一係 2004/04/01 31年 2035年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2010年度 任免関係 任免 休職関係（平成22年度） 人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（平成22年度）

人事課長 教職員係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 任免関係 任免 休職関係（平成21年度） 人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成21年度）

人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
21年度）

人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成21年度） 人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2009年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成21年度） 人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2009年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成21年度） 人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2009年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成21年度） 人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成21
年度）

人事課長 人事第一係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 その他 その他 学長裁定関係（平成21年度） 人事課長 人事第二係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2009年度 その他 その他 学内取扱通知（平成21年度） 人事課長 人事第二係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成２１年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成22度） 人事課長 専門員(労務担当) 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（平成21年度）

人事課長 教職員係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成22年度）

人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
22年度）

人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成22年度） 人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2010年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成22年度） 人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2010年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成22年度） 人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2010年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成22年度） 人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成22
年度）

人事課長 人事第一係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 その他 その他 学長裁定関係（平成22年度） 人事課長 人事第二係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2010年度 その他 その他 学内取扱通知（平成22年度） 人事課長 人事第二係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2002年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成14年度) 人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1966年度 任免関係 部局長等発令
教育学部長発令原議書(昭和41年度～
平成4年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966/04/01 57年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2009年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成21年度） 人事課長 人事第二係 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成２０年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 任免関係 任免 休職関係（平成19年度） 人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成19年度）

人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
19年度）

人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成19年度） 人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成19年度） 人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成19年度） 人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成19年度） 人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成19
年度）

人事課長 人事第一係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 その他 その他 学長裁定関係（平成１９年度） 人事課長 人事第二係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 その他 その他 学内取扱通知（平成１９年度） 人事課長 人事第二係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2007年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成１９年度） 人事課長 人事第二係 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
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2009年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成２１年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2009/04/01 31年 2040年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議（平成２０年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2007年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書（平成1９年度） 人事課長 専門員(労務担当) 2007/04/01 31年 2038年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 任免関係 任免 休職関係（平成20年度） 人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）（平成20年度）

人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）（平成
20年度）

人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）（平成20年度） 人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表（平成20年度） 人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係（平成20年度） 人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 その他 通知 非常勤職員関係通知綴（平成20年度） 人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 その他 その他
附属学校人事交流関係資料綴（平成20
年度）

人事課長 人事第一係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度 その他 その他 学長裁定関係（平成20年度） 人事課長 人事第二係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 その他 その他 学内取扱通知（平成20年度） 人事課長 人事第二係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
2008年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成20年度） 人事課長 人事第二係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2008年度
健康・安全管理
関係

健康診断関係
有害業務従事者特殊健康診断個人票
（特別管理物質）（H20年度）

人事課長 教職員係 2008/04/01 31年 2039年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成6年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1983年度 任免関係 部局長等発令
行動科学情報解析センター長発令原議
書(昭和58年度～平成9年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983/04/01 45年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1967年度 任免関係 部局長等発令
経済短期大学部主事発令原議書(昭和
42年度～平成5年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967/04/01 57年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1974年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係(昭和49年度～平成5年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974/04/01 50年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1977年度 任免関係 部局長等発令
大学院政策科学研究科長発令原議書
(昭和52年度～平成5年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977/04/01 47年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成5年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成5
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成5年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成5年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 31年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1967年度 任免関係 部局長等発令
教養部長発令原議書(昭和42年度～平
成6年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967/04/01 58年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1987年度 任免関係 部局長等発令
評議員併任発令原議書(昭和62年度～
平成6年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987/04/01 38年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成6年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1992年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成4年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成6年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
1992年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成4年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
1995年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成7年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
1995年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成7
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成7年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成7年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 31年 2026年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 部局長等発令
経済短期大学部部長発令原議書(平成7
年度～平成8年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 32年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1996年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成8年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
1996年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1996年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成8
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1996年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成8年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1967年度 任免関係 部局長等発令
附属図書館長発令原議書(昭和42年度
～平成4年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967/04/01 56年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成6
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 31年 2025年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 学長発令
学長発令原議書(平成13年度～平成
年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2010年度 その他 その他 民間機関からの出向者（平成22年度） 人事課長 人事第二係 2010/04/01 31年 2041年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 諸手当 初任給調整手 初任給調整手当支給調書 人事課長 人事第二係 支給終了後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 諸手当 扶養手当 扶養手当認定簿 人事課長 人事第二係 支給終了後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 諸手当 住居手当 住居手当認定簿 人事課長 人事第二係 支給終了後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿 人事課長 人事第二係 支給終了後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 諸手当 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 人事課長 人事第二係 支給終了後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 給与関係 支払関係 給与の口座振込等申出書 人事課長 人事第三係 退職後5年 紙 事務室 人事課長 廃棄
0年度 本給関係 台帳 昇給・昇格台帳 人事課長 人事第二係 5年 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 任免関係 部局長等発令
副学長併任発令原議書(平成12年度～
平成　年度)

人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 任免関係 部局長等発令
評議員併任発令原議書(平成12年度～
平成　年度)

人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
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2000年度
委員等発令関
係

学内委員等
運営諮問会議委員発令原議書(平成12
年度～　　　)

人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 32年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1966年度 任免関係 部局長等発令
校長・園長発令原議書(昭和41年度～平
成5年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966/04/01 58年 2024年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係(平成13年度～平成　　年度) 人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 定員・組織等 定員・組織
教室系技術職員の組織化関係(平成5年
度～平成9年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 35年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 任免 休職関係(平成13年度～平成　　年度) 人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 部局長等発令
教育学部附属教育実践総合センター長
発令原議書(平成13年度～平成　　年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 部局長等発令
地圏科学研究センター長発令原議書(平
成13年度～平成　　年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1949年度 人事記録等
人事記録及び
人事記録に係
る附属書類等

人事記録 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949/04/01 永年 紙 事務室 人事課長 廃棄

1949年度 人事記録等
人事記録及び
人事記録に係
る附属書類等

人事記録に係る附属書類等 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949/04/01 永年 紙 事務室 人事課長 廃棄

1949年度 人事記録等 その他 人事異動通知書（写） 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949/04/01 退職後3年 紙 事務室 人事課長 廃棄

1949年度 諸手当
児童手当・特例
給付

児童手当受給者台帳 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949/04/01
支給喪失後３

年
紙 事務室 人事課長 廃棄

1966年度 任免関係 部局長等発令
学生部長発令原議書(昭和41年度～平
成4年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966/04/01 57年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1976年度 任免関係 部局長等発令
工学部長発令原議書(昭和51年度～平
成4年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976/04/01 47年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1992年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成4年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1992年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成4
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992/04/01 31年 2023年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 定員・組織等 定員・組織
教室系技術職員の組織化関係(平成13
年度～平成　　年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
経済学部長発令原議書(平成5年度～平
成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 40年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1996年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成8年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996/04/01 31年 2027年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 部局長等発令
大学院政策科学研究科長発令原議書
(平成6年度～平成13年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 38年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成13年度) 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成
13年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成13年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2001年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成13年度) 人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2001/04/01 31年 2032年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1977年度 任免関係 部局長等発令
大学院文化科学研究科長発令原議書
(昭和52年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977/04/01 56年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1980年度 任免関係 部局長等発令
分析センター長発令原議書(昭和55年度
～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980/04/01 53年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1983年度 任免関係 部局長等発令
保健管理センター所長発令原議書(昭和
58年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983/04/01 50年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1989年度 任免関係 部局長等発令
大学院理工学研究科長発令原議書(平
成元年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989/04/01 44年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成12年度) 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1991年度 任免関係 部局長等発令
総合情報処理センター長発令原議書(平
成3年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991/04/01 42年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成
12年度)

人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
理学部長発令原議書(平成5年度～平成
14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 40年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
工学部長発令原議書(平成5年度～平成
14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 40年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
大学院経済科学研究科長発令原議書
(平成5年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 40年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
教養学部長発令原議書(平成5年度～平
成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 40年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 部局長等発令
附属図書館長発令原議書(平成6年度～
平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 39年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 任免関係 部局長等発令
地域共同研究センター長発令原議書(平
成6年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 39年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 部局長等発令
校長・園長発令原議書(平成7年度～平
成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 38年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1997年度 任免関係 部局長等発令
留学生センター長発令原議書(平成9年
度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997/04/01 36年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

39   /   40



作成取得
年度等

大分類 中分類 小分類 作成取得者
作成取得
担当係

起算日 保存期間
保存期間
満了日

媒体の種別 保存場所 管理者
保存期間
満了時措置

2002年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2002年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成14年度) 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2002年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成14年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1990年度 任免関係 部局長等発令
大学院教育学研究科長発令原議書(平
成2年度～平成14年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990/04/01 43年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1999年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成
11年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1997年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成9年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
1997年度 顛末報告書 報告書 顛末報告書 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1997年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成9
年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1997年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成9年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1997年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成9年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997/04/01 31年 2028年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
学生部長発令原議書(平成5年度～平成
10年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 36年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 職員の懲戒
懲戒に関する
書類

懲戒処分書原議 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成10年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成
10年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成10年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成10年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998/04/01 31年 2029年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成12年度)

人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1999年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成11年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2002年度 任免関係 任免
採用・転任・配置換原議書（教官）(平成
14年度)

人事課長
文部科学省埼玉大学総務部人事課任
用係

2002/04/01 31年 2033年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1999年度 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成11年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1999年度 任免関係 任免
採用・昇任・転任・配置換等原議書（事
務系）(平成11年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999/04/01 31年 2030年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1971年度 任免関係 部局長等発令
教育学部附属地球科学観測実験施設
長発令原議書(昭和46年度～平成12年

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1971/04/01 60年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1983年度 任免関係 部局長等発令
工学部附属地盤水理実験施設長発令
原議書(昭和58年度～平成12年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983/04/01 48年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1986年度 任免関係 部局長等発令
教育学部附属教育実践研究指導セン
ター長発令原議書(昭和61年度～平成

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986/04/01 45年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1987年度 任免関係 任免 休職関係(昭和62年度～平成12年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987/04/01 44年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1993年度 任免関係 部局長等発令
教育学部長発令原議書(平成5年度～平
成12年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993/04/01 38年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1994年度 定員・組織等 定員・組織 定員関係(平成6年度～平成12年度) 人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994/04/01 37年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 学長発令
学長発令原議書(平成7年度～平成12年
度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 36年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1998年度 定員・組織等 定員・組織
教室系技術職員の組織化関係(平成10
年度～平成12年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998/04/01 33年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

2000年度 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成12年度) 人事課長 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000/04/01 31年 2031年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄

1995年度 任免関係 部局長等発令
評議員併任発令原議書(平成7年度～平
成11年度)

人事課長 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995/04/01 35年 2030年3月31日 紙 事務室 人事課長 廃棄
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