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２0１２年度 総務 郵便 平成２４年度後納郵便 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 秘書 平成２９年度理事会資料綴 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度規程番号簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度細則番号簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度受付番号簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 監事 平成２９年度監事監査関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 会議 平成２９年度全国検査部長会議 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 会議 平成２９年度全国管理課長会議 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 会議 平成２９年度管理担当者会議 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 郵便 平成２９度書留簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 庶務 平成２９年度ICカード乗車券使用簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 庶務 平成２９年度ICカード乗車券貸与簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 防災 平成２９年度防火管理者 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 保険 平成２９年度火災保険関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 情報公開 平成２９年度情報公開関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 情報公開 平成２９年度個人情報保護法関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 支部 平成２９年度業務改善 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 支部 平成２９年度事務代理者の指名 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 総務 郵便 平成２５年度後納郵便 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 秘書 平成３０年度理事会資料綴 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度規程番号簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度細則番号簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度受付番号簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 監事 平成３０年度監事監査関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 会議 平成３０年度全国検査部長会議 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 会議 平成３０年度全国管理課長会議 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 会議 平成３０年度管理担当者会議 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 郵便 平成３０度書留簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 庶務 平成３０年度ICカード乗車券使用簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 庶務 平成３０年度ICカード乗車券貸与簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 防災 平成３０年度防火管理者 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 保険 平成３０年度火災保険関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 情報公開 平成３０年度情報公開関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 情報公開 平成３０年度個人情報保護法関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 支部 平成３０年度業務改善 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 支部 平成３０年度事務代理者の指名 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務 郵便 平成２６年度後納郵便 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務 郵便 平成２７年度後納郵便 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00２年度 共通 共通 法人設立登記 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00２年度 共通 共通 平成１４年度起案簿 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄

２00２年度 総務 公印 公印原簿 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00２年度 総務 規程類 平成１４年度規程・細則原義 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00２年度 総務 情報公開 情報公開審査基準 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00２年度 総務 秘書 平成１４年度理事会議事録 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00３年度 共通 共通 平成１５年度起案簿 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄

２00３年度 総務 規程類 平成１５年度規程・細則原義 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00３年度 総務 情報公開 平成１５年度審査基準 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄

２00３年度 総務 秘書 平成１５年度理事会議事録 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00４年度 共通 共通 平成１６年度起案簿 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２00４年度 総務 規程類 平成１６年度規程・細則原義 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00４年度 総務 情報公開 平成１６年度審査基準 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00４年度 総務 秘書 平成１６年度理事会議事録 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00５年度 共通 共通 平成１７年度起案簿 総務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２00５年度 総務 規程類 平成１７年度規程・細則原義 総務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00５年度 総務 秘書 平成１７年度理事会議事録 総務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00６年度 共通 共通 平成１８年度起案簿 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２00６年度 総務 規程類 平成１８年度規程・細則原義 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00６年度 総務 秘書 平成１８年度理事会議事録 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 平成１９年度起案簿 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２00７年度 総務 規程類 平成１９年度規程・細則原義 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00７年度 総務 秘書 平成１９年度理事会議事録 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 平成２０年度起案簿 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00８年度 総務 規程類 平成２０年度規程・細則原義 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00８年度 総務 秘書 平成２０年度理事会議事録 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年度起案簿 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２00９年度 総務 規程類 平成２１年度規程・細則原義 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00９年度 総務 秘書 平成２１年度理事会議事録 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄

法人文書ファイル管理簿



２0１0年度 共通 共通 平成２２年度起案簿 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書　庫 総務部長 廃棄
２0１0年度 総務 規程類 平成２２年度規程・細則原義 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１0年度 総務 秘書 平成２２年度理事会議事録 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度起案簿 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１１年度 総務 規程類 平成２３年度規程・細則原義 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１１年度 総務 秘書 平成２３年度理事会議事録 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度標準文書保存期間基準 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 総務 秘書 平成２４年度理事会議事録 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度起案簿 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 総務 文書 平成２４年度総務課起案案件綴 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 総務 規程類 平成２４年度規程・細則原義 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度標準文書保存期間基準 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 総務 秘書 平成２５年度理事会議事録 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度起案簿 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 総務 文書 平成２５年度総務課起案案件綴 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 総務 規程類 平成２５年度規程・細則原義 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度標準文書保存期間基準 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務 秘書 平成２６年度理事会議事録 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度起案簿 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務 文書 平成２６年度総務課起案案件綴 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務 規程類 平成２６年度規程・細則原義 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度標準文書保存期間基準 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務 秘書 平成２７年度理事会議事録 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度起案簿 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務 文書 平成２７年度総務課起案案件綴 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務 規程類 平成２７年度規程・細則原義 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務 秘書 平成２８年度理事会議事録 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度起案簿 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務 文書 平成２８年度総務課起案案件綴 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務 規程類 平成２８年度規程・細則原義 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 秘書 平成２９年度理事会議事録 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度起案簿 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 文書 平成２９年度総務課起案案件綴 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務 規程類 平成２９年度規程・細則原義 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 秘書 平成３０年度理事会議事録 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度起案簿 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 文書 平成３０年度総務課起案案件綴 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務 規程類 平成３０年度規程・細則原義 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度標準文書保存期間基準 総務課 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度標準文書保存期間基準 総務課 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度標準文書保存期間基準 総務課 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１９年度 総務 情報システム ２0１９年度インストール申請 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 情報システム ２0１９年度ヘルプデスク会議 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 郵便 ２0１９年度後納郵便差出票 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 郵便 ２0１９年度書留・配達記録郵便物受領証 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 郵便 ２0１９年度切手受払簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 調査 ２0１９年度調査・報告 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 ビル管理 ２0１９年度ビル管理 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 防災 ２0１９年度防火防災日常点検表 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 保険 ２0１９年度自動車保険関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 保険 ２0１９年度自動車保険更新関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 広報 ２0１９年度マスコミ等取材報告書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 広報 ２0１９年度記者懇談会 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 公印 ２0１９年度押印記録簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 文書閲覧 ２0１９年度文書閲覧目録 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 秘書 ２0１９年度理事会資料綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度規程番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度細則番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度受付番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 監事 ２0１９年度監事監査関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 会議 ２0１９年度全国検査部長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 会議 ２0１９年度全国管理課長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 会議 ２0１９年度管理担当者会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 郵便 ２0１９年度書留簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 庶務 ２0１９年度ICカード乗車券使用簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 庶務 ２0１９年度ICカード乗車券貸与簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 防災 ２0１９年度防火管理者 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 保険 ２0１９年度火災保険関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 情報公開 ２0１９年度情報公開関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 情報公開 ２0１９年度個人情報保護法関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 支部 ２0１９年度業務改善 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 支部 ２0１９年度事務代理者の指名 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 秘書 ２0１９年度理事会議事録 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度起案簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



２0１９年度 総務 文書 ２0１９年度総務課起案案件綴 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務 規程類 ２0１９年度規程・細則原義 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度標準文書保存期間基準 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0１９年度 共通 共通 ２0１９年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －



２0１９年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
２０２０年度 総務 情報システム ２０２０年度インストール申請 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 情報システム ２０２０年度ヘルプデスク会議 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 郵便 ２０２０年度後納郵便差出票 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 郵便 ２０２０年度書留・配達記録郵便物受領証 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 郵便 ２０２０年度切手受払簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 調査 ２０２０年度調査・報告 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 ビル管理 ２０２０年度ビル管理 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 防災 ２０２０年度防火防災日常点検表 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 保険 ２０２０年度自動車保険関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 保険 ２０２０年度自動車保険更新関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 広報 ２０２０年度マスコミ等取材報告書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 広報 ２０２０年度記者懇談会 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 公印 ２０２０年度押印記録簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 文書閲覧 ２０２０年度文書閲覧目録 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 秘書 ２０２０年度理事会資料綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度規程番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度細則番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度受付番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 監事 ２０２０年度監事監査関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 会議 ２０２０年度全国検査部長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 会議 ２０２０年度全国管理課長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 会議 ２０２０年度管理担当者会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 郵便 ２０２０年年度書留簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 庶務 ２０２０年度ICカード乗車券使用簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 庶務 ２０２０年度ICカード乗車券貸与簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 防災 ２０２０年度防火管理者 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 保険 ２０２０年度火災保険関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 情報公開 ２０２０年度情報公開関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 情報公開 ２０２０年度個人情報保護法関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 支部 ２０２０年度業務改善 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 支部 ２０２０年度事務代理者の指名 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 秘書 ２０２０年度理事会議事録 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度起案簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 文書 ２０２０年度総務課起案案件綴 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務 規程類 ２０２０年度規程・細則原義 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度標準文書保存期間基準 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２０２０年度 共通 共通 ２０２０年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２０２０年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
２0２１年度 総務 情報システム ２0２１年度インストール申請 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 情報システム ２0２１年度ヘルプデスク会議 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 郵便 ２0２１年度後納郵便差出票 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 郵便 ２0２１年度書留・配達記録郵便物受領証 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 郵便 ２0２１年度切手受払簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 ビル管理 ２0２１年度ビル管理 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 防災 ２0２１年度防火防災日常点検表 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 保険 ２0２１年度自動車保険関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 保険 ２0２１年度自動車保険更新関係 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 広報 ２0２１年度マスコミ等取材報告書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 広報 ２0２１年度記者懇談会 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 公印 ２0２１年度押印記録簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 文書閲覧 ２0２１年度文書閲覧目録 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 秘書 ２0２１年度理事会資料綴 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度規程番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度細則番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度受付番号簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 監事 ２0２１年度監事監査関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 会議 ２0２１年度全国検査部長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 会議 ２0２１年度全国管理課長会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 会議 ２0２１年度管理担当者会議 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 郵便 ２0２１年度書留簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 庶務 ２0２１年度ICカード乗車券使用簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 庶務 ２0２１年度ICカード乗車券貸与簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 庶務 ２0２１年度地下鉄回数券払出簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 防災 ２0２１年度防火管理者 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 保険 ２0２１年度火災保険関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 情報公開 ２0２１年度情報公開関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 情報公開 ２0２１年度個人情報保護法関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 支部 ２0２１年度業務改善 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 支部 ２0２１年度事務代理者の指名 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度起案簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 文書 ２0２１年度総務課起案案件綴 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務 規程類 ２0２１年度規程・細則原義 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度法人文書移管・廃棄簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度標準文書保存期間基準 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0２１年度 共通 共通 ２0２１年度法人文書ファイル管理簿 総務課 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務室 総務部長 －
２0２１年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 新型コロナウイルス関連資料 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
2004年度 人事課 懲戒 処分１　H１４～H１６ 人事課人事係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2006年度 人事課 懲戒 処分２　H１６～H１８ 人事課人事係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2007年度 人事課 労働保険 労働保険保険関係成立届／事業所非該当承認申請調査書／適用事業報告 人事課厚生係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2010年度 人事課 懲戒 処分３　H１９～H２２ 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）１ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）２ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）３ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）４ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）５ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）６ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）７ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）８ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）９ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑩ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑪ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑫ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　出向 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　退職 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2010年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 懲戒 処分３　H１９～H２３ 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）１ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）２ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）３ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）４ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）５ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）６ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）７ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）８ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）９ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑩ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑪ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑫ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　出向 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　退職 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2011年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２１～H２４ 人事課人事係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H１９～H２４ 人事課人事係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事異動 平成２４年度人事異動綴り 人事課人事係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 研修 平成２０～２４年度研修関係綴り 人事課人事係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２４年度 人事課厚生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２４年度 人事課厚生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 懲戒 処分３　H１９～H２４ 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）１ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）２ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）３ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）４ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）５ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）６ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）７ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）８ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）９ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑩ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑪ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑫ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　出向 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　退職 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2012年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２１～H２５ 人事課人事係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H１９～H２５ 人事課人事係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事異動 平成２５年度人事異動綴り 人事課人事係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 研修 平成２0～２５年度研修関係綴り 人事課人事係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２５年度 人事課厚生係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２５年度 人事課厚生係 2014年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 懲戒 処分３　H１９～H２５ 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2013年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2014年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２１～H２６ 人事課人事係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H１９～H２６ 人事課人事係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事異動 平成２６年度人事異動綴り 人事課人事係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 研修 平成２0～２６年度研修関係綴り 人事課人事係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２６年度 人事課厚生係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２６年度 人事課厚生係 2015年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 懲戒 処分３　H１９～H２６ 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2014年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2015年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２２～H２７ 人事課人事係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2015年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H２0～H２７ 人事課人事係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事異動 平成２７年度人事異動綴り 人事課人事係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 研修 平成２１～２７年度研修関係綴り 人事課人事係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２７年度 人事課厚生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２７年度 人事課厚生係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 懲戒 処分３　H２0～H２７ 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2015年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２３～H２８ 人事課人事係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H２１～H２８ 人事課人事係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事異動 平成２８年度人事異動綴り 人事課人事係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 研修 平成２２～２８年度研修関係綴り 人事課人事係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２８年度 人事課厚生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２８年度 人事課厚生係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 懲戒 処分３　H２１～H２８ 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2016年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 期末勤勉手当関係　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 勤務時間報告書　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 項目合計表　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 児童手当拠出金　H２９ 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 扶養手当認定簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 単身赴任手当認定簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 通勤手当認定簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与 住居手当認定簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 職員別給与簿 職員別給与簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 基準給与簿 基準給与簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 基準給与簿 非常勤職員基準給与簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 住民税関係 住民税控除先別集計表　H２９ 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 住民税関係 住民税特別徴収税額通知書　H２９ 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 超勤 超過勤務命令簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 源泉徴収票 源泉徴収票　H２９ 人事課人事係・厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 年末調整 転入前給与簿　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 年末調整 扶養控除申告書　H２９（退避） 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 給与の調査 独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与水準公表 H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事異動 非常勤職員決裁綴り H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 障害者 障害者雇用関係綴　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 高齢者 高年齢者雇用関係綴　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 組合 労働組合要求書　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 服務 飲食許可申請　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 服務 贈与等報告書　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 服務 役職員の兼職関係　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2017年度 人事課 身分証明 身分証明書再発行綴り　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 監事監査 監事監査資料　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 その他 各種証明書　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 貸付弁済金内訳書　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 標準報酬関係　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 被扶養者申告書　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　職員 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　非常勤職員 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 宿舎 宿舎使用料金額表／合同宿舎転任通報表　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事異動 人事異動綴り　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成２９年度 人事課厚生係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 懲戒 処分　H２９ 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2017年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 期末勤勉手当関係　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 勤務時間報告書　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 項目合計表　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 児童手当拠出金　H３0 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 扶養手当認定簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 単身赴任手当認定簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 通勤手当認定簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与 住居手当認定簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 職員別給与簿 職員別給与簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 基準給与簿 基準給与簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 基準給与簿 非常勤職員基準給与簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 住民税関係 住民税控除先別集計表　H３0 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 住民税関係 住民税特別徴収税額通知書　H３0 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 超勤 超過勤務命令簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 源泉徴収票 源泉徴収票　H３0 人事課人事係・厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 年末調整 転入前給与簿　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 年末調整 扶養控除申告書　H３0（退避） 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 給与の調査 独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与水準公表 H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事異動 非常勤職員決裁綴り H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 障害者 障害者雇用関係綴　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 高齢者 高年齢者雇用関係綴　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 組合 労働組合要求書　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 服務 飲食許可申請　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 服務 贈与等報告書　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 服務 役職員の兼職関係　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 身分証明 身分証明書再発行綴り　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 監事監査 監事監査資料　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 その他 各種証明書　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 貸付弁済金内訳書　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 標準報酬関係　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 被扶養者申告書　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　職員 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　非常勤職員 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 宿舎 宿舎使用料金額表／合同宿舎転任通報表　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 昇格・昇給 昇格　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 昇格・昇給 昇給　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事異動 人事異動綴り　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 労働災害関係　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 表彰 理事長表彰　平成３0年度 人事課厚生係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 懲戒 処分　H３0 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2018年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 期末勤勉手当関係　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 勤務時間報告書　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 項目合計表　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 児童手当拠出金　R１ 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 扶養手当認定簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 単身赴任手当認定簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 通勤手当認定簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与 住居手当認定簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 職員別給与簿 職員別給与簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 基準給与簿 基準給与簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 基準給与簿 非常勤職員基準給与簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 住民税関係 住民税控除先別集計表　R１ 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 住民税関係 住民税特別徴収税額通知書　R１ 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 超勤 超過勤務命令簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 源泉徴収票 源泉徴収票　R１ 人事課人事係・厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 年末調整 転入前給与簿　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 年末調整 扶養控除申告書　R１（退避） 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 給与の調査 独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与水準公表 R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事異動 非常勤職員決裁綴り R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 障害者 障害者雇用関係綴　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 高齢者 高年齢者雇用関係綴　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 組合 労働組合要求書　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 服務 飲食許可申請　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 服務 贈与等報告書　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 服務 役職員の兼職関係　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 身分証明 身分証明書再発行綴り　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 監事監査 監事監査資料　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 その他 各種証明書　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 貸付弁済金内訳書　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 標準報酬関係　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 被扶養者申告書　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　職員 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　非常勤職員 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 宿舎 宿舎使用料金額表／合同宿舎転任通報表　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 会議室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 昇格・昇給 昇格　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 昇格・昇給 昇給　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事異動 人事異動綴り　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 労働保険 労働災害関係　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 表彰 理事長表彰　令和１年度 人事課厚生係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 懲戒 処分　R１ 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 人事記録移管決裁綴り 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 人事記録 出向者綴 人事課人事係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2019年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係 人事課厚生係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2019年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係（地方） 人事課厚生係 2020年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
2020年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係（地方） 人事課厚生係 2021年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
2020年度 人事課 給与 期末勤勉手当関係　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 勤務時間報告書　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 項目合計表　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 児童手当拠出金　R２ 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 扶養手当認定簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 単身赴任手当認定簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 通勤手当認定簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与 住居手当認定簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 職員別給与簿 職員別給与簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 基準給与簿 基準給与簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 基準給与簿 非常勤職員基準給与簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 住民税関係 住民税特別徴収税額通知書　R２ 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 超勤 超過勤務命令簿　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 源泉徴収票 源泉徴収票　R２ 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 給与の調査 独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与水準公表 R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事異動 非常勤職員決裁綴り R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 障害者 障害者雇用関係綴　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 高齢者 高年齢者雇用関係綴　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 組合 労働組合要求書　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 服務 飲食許可申請　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 服務 贈与等報告書　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 服務 役職員の兼職関係　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 身分証明 身分証明書再発行綴り　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 監事監査 監事監査資料　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 その他 各種証明書　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 貸付弁済金内訳書　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 標準報酬関係　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 被扶養者申告書　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　職員 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　非常勤職員 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 宿舎 宿舎使用料金額表／合同宿舎転任通報表　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 昇格・昇給 昇格　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 昇格・昇給 昇給　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事異動 人事異動綴り　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 労働災害関係　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 表彰 理事長表彰　令和２年度 人事課厚生係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 懲戒 処分　R２ 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2020年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 規程・細則 新型コロナウィルス関係（地方） 人事課厚生係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 移管
2021年度 人事課 給与 期末勤勉手当関係　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 勤務時間報告書　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 項目合計表　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 児童手当拠出金　R３ 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 扶養手当認定簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 単身赴任手当認定簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 通勤手当認定簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与 住居手当認定簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 職員別給与簿 職員別給与簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 基準給与簿 基準給与簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 基準給与簿 非常勤職員基準給与簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 住民税関係 住民税特別徴収税額通知書　R３ 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 超勤 超過勤務命令簿　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 源泉徴収票 源泉徴収票　R３ 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 給与の調査 独立行政法人の役員報酬等及び職員の給与水準公表 R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事異動 非常勤職員決裁綴り R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 障害者 障害者雇用関係綴　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 高齢者 高年齢者雇用関係綴　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄



2021年度 人事課 組合 労働組合要求書　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 服務 飲食許可申請　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 服務 贈与等報告書　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 服務 役職員の兼職関係　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 身分証明 身分証明書再発行綴り　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 監事監査 監事監査資料　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 その他 各種証明書　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 貸付弁済金内訳書　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済掛金内訳書　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 標準報酬関係　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 被扶養者申告書　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　職員 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 健康診断 健康診断票　本部　非常勤職員 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 宿舎 宿舎使用料金額表／合同宿舎転任通報表　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 昇格・昇給 昇格　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 昇格・昇給 昇給　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事異動 人事異動綴り　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 労働災害関係　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 表彰 理事長表彰　令和３年度 人事課厚生係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 規程・細則 人事課規程綴 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 規程・細則 人事課細則綴 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 懲戒 処分　R３ 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　本部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北海道検査部　 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　東北検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　関東検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　北陸信越検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中部検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　近畿検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　中国検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　四国検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　九州検査部 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 人事記録 人事記録カード　沖縄事務所 人事課人事係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑬ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑭ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）⑮ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 共済 共済貯金（一般・保証）／財形貯蓄／団体積立年金（ゆとり）　解約 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）１ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）２ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（職員）３ 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 雇用保険関係（非常勤職員） 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
2021年度 人事課 労働保険 雇用保険関係  転出・退職 人事課厚生係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 規程及び通達の制定及び改正　平成２６年度 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 国有財産無償使用許可更新関係（平成２６年度） 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　会計課発出・受付文書 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　月次報告 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　固定資産登録情報（自己収入、又は運営費交付金） 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・四国・九州・沖縄】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北海道・東北・本部】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　施設整備費補助金 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　少額備品登録情報 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　償却資産申告関係綴り 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【関東１】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【関東２】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【九州・沖縄】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【近畿・中国・四国】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【北陸信越・中部】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【北海道・東北・本部】 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査機器の更新等（実績報告） 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　審査場の建替等（実績報告） 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 管財 平成２６年度　路線価図 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 規程及び通達の制定及び改正　平成２７年度 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 国有財産無償使用許可更新関係（平成２７年度） 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　会計課発出・受付文書 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　月次報告 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　固定資産登録情報（自己収入、又は運営費交付金） 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・四国・九州・沖縄】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北海道・東北・本部】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　施設整備費補助金 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　少額備品登録情報 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　償却資産申告関係綴り 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【関東１】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【関東２】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【九州・沖縄】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【近畿・中国・四国】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【北陸信越・中部】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査上屋の改修等（実績報告）　【北海道・東北・本部】 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７度　審査機器の更新等（実績報告） 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　審査場の建替等（実績報告） 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄



２0１５年度 総務部 管財 平成２７年度　路線価図 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 国有財産無償使用許可更新関係（平成２８年度） 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　会計課発出・受付文書 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　月次報告 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　固定資産登録情報（自己収入、又は運営費交付金） 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・四国・九州・沖縄】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北海道・東北・本部】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　施設整備費補助金 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　少額備品登録情報 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　償却資産申告関係綴り 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北海道・東北・関東】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【関東】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北陸信越・中部】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【近畿・中国・四国】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）【九州・沖縄・本部】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）【交通研】 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２８年度　路線価図 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 国有財産無償使用許可更新関係（平成２９年度） 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　会計課発出・受付文書 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　月次報告 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　固定資産登録情報（自己収入、又は運営費交付金） 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東・北陸信越・中部】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・四国・九州・沖縄】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北海道・東北・本部】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　施設整備費補助金 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　少額備品登録情報 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　償却資産申告関係綴り 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成９８年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北海道・東北・関東】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【関東】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北陸信越・中部】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【近畿・中国・四国】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）【九州・沖縄・本部】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）【交通研】 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 管財 平成２９年度　路線価図 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　会計課発出・受付文書 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　月次報告 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　棚差報告 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（自己収入又は運営費交付金） 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【本部】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【マルチテスタ・北海道・東北】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北陸信越・中部】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・九州・沖縄】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　施設整備費補助金 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　少額備品登録情報 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　償却資産申告関係綴 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　資産賃貸借契約 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　固定資産損傷報告 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【本部・北海道・東北】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北陸信越・関東】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【中部・近畿・中国・沖縄】 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　路線価図 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 管財 平成３0年度　国有財産使用許可更新関係（無償許可、その他） 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　会計課発出・受付文書 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　月次報告 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　棚差報告 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（自己収入又は運営費交付金） 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【本部】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【マルチテスタ・北海道・東北】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【関東】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【北陸信越・中部】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産登録情報（施設整備費）　【近畿・中国・九州・沖縄】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　施設整備費補助金 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　少額備品登録情報 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　償却資産申告関係綴 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　資産賃貸借契約 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　固定資産損傷報告 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【本部・北海道・東北】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【北陸信越・関東】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　【中部・近畿・中国・沖縄】 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　路線価図 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　国有財産使用許可更新関係（無償許可、その他） 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 管財 平成３１年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　会計課発出・受付文書 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　月次報告 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　棚差報告 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　固定資産登録情報（自己収入又は運営費交付金） 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　固定資産登録情報（施設整備費） 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　施設整備費補助金 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄



２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　少額備品登録情報 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　償却資産申告関係綴 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　資産賃貸借契約 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　固定資産損傷報告 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　路線価図 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　国有財産使用許可更新関係（無償許可、その他） 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 管財 令和２年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　会計課発出・受付文書 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　月次報告 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　棚差報告 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　固定資産登録情報（自己収入又は運営費交付金） 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　固定資産登録情報（施設整備費） 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　施設整備費補助金 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　少額備品登録情報 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　償却資産申告関係綴 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　資産賃貸借契約 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　固定資産損傷報告 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　審査場及び研究所の整備等（実績報告）　 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　旅行命令簿及び旅費請求書（総務部） 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　路線価図 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　国有財産使用許可更新関係（無償許可、その他） 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 管財 令和３年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　役務の年間契約案件等１～６、⑪、⑫ 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　納品書・点検報告書綴 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　物件の通常契約案件等１～６、⑪～⑬ 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　工事の通常契約案件等１、２、⑪ 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　保険関係契約書類 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 契約 平成２６年度　役務の通常契約案件等１～４、⑪～⑯ 契約係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　役務の年間契約案件等１～６、⑪、⑫ 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　納品書・点検報告書綴 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　物件の通常契約案件等１～６、⑪～⑬ 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　工事の通常契約案件等１、２、⑪ 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　保険関係契約書類 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 契約 平成２７年度　役務の通常契約案件等１～４、⑪～⑯ 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　納品書・点検報告書綴 契約係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　物件の通常契約案件等１～５、⑪～⑬ 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　工事の通常契約案件等１、⑪ 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　保険関係契約書類 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　役務の年間契約案件等１～５、⑪ 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 契約 平成２８年度　役務の通常契約案件等１～３、⑪～⑯、⑳ 契約係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　納品書・点検報告書綴 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　物件の通常契約案件等１～５、⑪～⑫ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　工事の通常契約案件等１、⑪ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　保険関係契約書類 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　役務の年間契約案件等１～４、⑪ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　役務の通常契約案件等１～４、⑪～⑯ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 契約 平成２９年度　自動車検査用機械器具の保守管理業務１～２ 契約係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　納品書・点検報告書綴 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　物件の通常契約案件等１～４、⑪～⑫ 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　工事の通常契約案件等１、⑪ 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　保険関係契約書類 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　役務の年間契約案件等１～３、⑪ 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 契約 平成３0年度　役務の通常契約案件等１～３、⑪～⑯ 契約係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　物件の通常契約案件等１～６、⑪～⑬ 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　工事の通常契約案件等１、⑪ 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　保険関係契約書類 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　役務の年間契約案件等１～４、⑪ 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 契約 令和元年度　役務の通常契約案件等１～３、⑪～⑰ 契約係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　物件の通常契約案件等１～６、⑪～⑬ 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　各種契約書関係（物件・工事） 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　工事の通常契約案件等１、⑪ 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　保険関係契約書類 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　役務の年間契約案件等１～４、⑪ 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 契約 令和２年度　役務の通常契約案件等１～３、⑪～⑰ 契約係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄



２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　物件の通常契約案件等１～９、⑪～⑬ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　物件の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　各種契約書関係（役務） 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　各種契約書関係（物件）１ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　各種契約書関係（工事）１ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　工事の通常契約案件等１、２、⑪ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　保険関係契約書類 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和３年度　役務の年間契約案件等１、２、⑪ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 契約 令和２年度　役務の通常契約案件等１～７、⑪～⑰ 契約係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　月次決算伝票１、２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　小口現金 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　庁費立替金 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　沖縄 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　関東１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　九州１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　近畿１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　四国１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　中国 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　中部１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　東北 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　振替伝票　北海道 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　旅費１・２ 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度  返納金決議書 経理係 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度自動車審査証紙販売状況報告書 経理係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度発送指示書 経理係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度自動車審査証紙・手数料請求・振込額通知・請求確認の書面 経理係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　月次決算伝票１、２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　小口現金 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　庁費立替金 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　沖縄 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　関東１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　九州１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　近畿１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　四国１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　中国 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　中部１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　東北 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　振替伝票　北海道 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　旅費１・２ 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度  返納金決議書 経理係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　月次決算伝票１、２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　小口現金 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　庁費立替金 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　沖縄 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　関東１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　九州１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　近畿１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　四国１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　中国 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　中部１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　東北 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　振替伝票　北海道 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　旅費１・２ 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度  返納金決議書 経理係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　月次決算伝票１、２ 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　小口現金 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　庁費立替金 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　沖縄 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　関東１・２ 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　九州 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　近畿 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　四国１・２ 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　中国 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　中部 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　東北 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　振替伝票　北海道 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　旅費１・２ 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度  返納金決議書 経理係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　運営費交付金の交付申請及び資金計画表 管財係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　月次決算伝票 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　小口現金１・２ 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　庁費立替金１～３ 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　沖縄 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄



２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　関東１・２ 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　九州 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　近畿 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　四国１・２ 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　中国 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　中部 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　東北 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　振替伝票　北海道 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　旅費１～４ 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度  返納金決議書 経理係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度自動車審査証紙販売状況報告書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度発送指示書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度自動車審査証紙・手数料請求・振込額通知・請求確認の書面 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　月次決算伝票 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　小口現金 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　庁費立替金 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　沖縄 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　関東 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　九州 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　近畿 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　四国 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　中国 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　中部 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　東北 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　振替伝票　北海道 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　旅費 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度  返納請求書 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　給与・人件費 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　給与・人件費（非常勤） 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　外国送金 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度  退職関係 経理係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度自動車審査証紙販売状況報告書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度発送指示書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度自動車審査証紙・手数料請求・振込額通知・請求確認の書面 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　月次決算伝票 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　小口現金 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　庁費立替金 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　沖縄 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　関東 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　九州 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　近畿 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　四国 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　中国 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　中部 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　東北 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　振替伝票　北海道 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　旅費 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度  返納請求書 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　給与・人件費 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　給与・人件費（非常勤） 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　外国送金 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度  退職関係 経理係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度自動車審査証紙販売状況報告書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度発送指示書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度自動車審査証紙・手数料請求・振込額通知・請求確認の書面 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　月次決算伝票 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　小口現金 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　収入伝票（立替金以外） 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　庁費立替金 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　沖縄 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　関東 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　九州 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　近畿 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　四国 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　中国 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　中部 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　東北 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　北陸信越 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　振替伝票　北海道 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ５Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　旅費 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度  返納請求書 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　給与・人件費 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　給与・人件費（非常勤） 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　外国送金 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度  退職関係 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　審査用技術情報管理手数料【ＯＢＤ】 経理係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 総務部 経理 平成２４年度　財務諸表 経理係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１３年度 総務部 経理 平成２５年度　財務諸表 経理係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 総務部 経理 平成２６年度　財務諸表 経理係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ５Ｆ会議室 経営管理室長 廃棄
２0１５年度 総務部 経理 平成２７年度　財務諸表 経理係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 Ｂ３Ｆ倉庫 総務部長 廃棄
２0１６年度 総務部 経理 平成２８年度　財務諸表 経理係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄



２0１７年度 総務部 経理 平成２９年度　財務諸表 経理係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１８年度 総務部 経理 平成３0年度　財務諸表 経理係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 経理 平成３１年度　財務諸表 経理係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 経理 令和３年度　財務諸表 経理係 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 経理 令和２年度　財務諸表 経理係 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１９年度 総務部 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 会計課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２０２０年度 総務部 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 会計課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0２１年度 総務部 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 会計課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 経営計画 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 経営計画 2013年4月1日 常用 常用 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 経営計画 2014年4月1日 常用 常用 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 経営計画 2015年4月1日 常用 常用 紙 ４Ｆ事務室 経営管理室長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 経営計画 2016年4月1日 常用 常用 紙 ４Ｆ事務室 総務部長 廃棄
2002年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2002年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2003年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2003年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2004年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2004年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2005年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2005年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2006年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2006年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2007年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
2007年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
１９９２年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９６年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９６年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９７年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９７年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９８年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９８年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９９年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
１９９９年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２000年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２000年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00１年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00１年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00２年度 企画 公文書類 規程 企画課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙、電子 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 企画 資料 国会等提出資料 企画課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 企画 設立 設立関係 企画課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 企画 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 企画 文書管理 法人文書分類基準表 企画課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 共通 共通 起案簿（平成１４年度） 企画部 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00２年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00２年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00３年度 企画 資料 国会等提出資料（１５年度） 企画課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00３年度 共通 共通 起案簿（平成１５年度） 企画部 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00４年度 企画 資料 国会等提出資料（１６年度） 企画課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00４年度 共通 共通 起案簿（平成１６年度） 企画部 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00５年度 企画 資料 国会等提出資料（１７年度） 企画課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00５年度 共通 共通 起案簿（平成１７年度） 企画部 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00６年度 企画 資料 国会等提出資料（１８年度） 企画課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00６年度 共通 共通 起案簿（平成１８年度） 企画部 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00６年度 中央実習センター 共通 平成１８年度起案簿 業務部中央実習センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２00６年度 中央実習センター 共通 平成１８年度受付簿 業務部中央実習センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２00６年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00６年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00７年度 企画 資料 国会等提出資料（１９年度） 企画課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 起案簿（平成１９年度） 企画部 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00７年度 中央実習センター 共通 平成１９年度起案簿 業務部中央実習センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２00７年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00７年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00８年度 企画 資料 国会等提出資料（２０年度） 企画課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 起案簿（平成２０年度） 企画部 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00８年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２00８年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２00８年度 中央実習センター 共通 平成２０年度起案簿 業務部中央実習センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２00８年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄



２00８年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00９年度 企画 資料 国会等提出資料（２１年度） 企画課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 起案簿（平成２１年度） 企画部 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２00９年度 中央実習センター 共通 平成２１年度起案簿 業務部中央実習センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２00９年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00９年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２00９年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２00９年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１0年度 企画 資料 国会等提出資料（２２年度） 企画課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 起案簿（平成２２年度） 企画部 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１0年度 中央実習センター 共通 平成２２年度起案簿 業務部中央実習センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１0年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１0年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１0年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１0年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１１年度 企画 資料 国会等提出資料（２３年度） 企画課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 起案簿（平成２３年度） 企画部 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１１年度 中央実習センター 共通 平成２３年度起案簿 業務部中央実習センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１１年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１１年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１１年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１１年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 企画 公文書類 通達 企画課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 企画 資料 国会等提出資料（２４年度） 企画課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 起案簿（平成２４年度） 企画部 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 共通 平成２４年度起案簿 業務部中央実習センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 研修 平成２４年原義綴 業務部中央実習センター 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 研修 平成２４年度研修課（通達・事務連絡） 研修課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 研修 平成２４年度中央実習センター（通達・事務連絡） 研修課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１２年度 調査 公文書類 通達起案 調査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 調査 賠償責任保険 示談書 調査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１２年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 企画 公文書類 通達 企画課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 企画 資料 国会等提出資料（２５年度） 企画課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 起案簿（平成２５年度） 企画部 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１３年度 調査 公文書類 通達起案 調査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 調査 賠償責任保険 示談書 調査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 共通 平成２５年度起案簿 業務部中央実習センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 研修 平成２５年原義綴 業務部中央実習センター 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 研修 平成２５年度研修課（通達・事務連絡） 研修課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 研修 平成２５年度中央実習センター（通達・事務連絡） 研修課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１３年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１４年度 企画 公文書類 通達 企画課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 企画 資料 国会等提出資料（２６年度） 企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 起案簿（平成２６年度） 企画課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１４年度 調査 公文書類 通達起案 調査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 調査 賠償責任保険 示談書 調査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 調査 文書管理 法人文書ファイル管理簿 企画部 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 調査 文書管理 法人文書分類基準表 企画部 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 共通 平成２６年度起案簿 業務部中央実習センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 研修 平成２６年原義綴 業務部中央実習センター 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 研修 平成２６年度研修課（通達・事務連絡） 研修課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 研修 平成２６年度中央実習センター（通達・事務連絡） 研修課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１４年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課検査実習センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１５年度 企画 公文書類 通達 企画課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 企画部長 廃棄
２0１５年度 企画 資料 国会等提出資料（２７年度） 企画課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 起案簿（平成２７年度） 企画課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 共通 平成２７年度起案簿 業務部中央実習センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 実習センター事務室 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 業務部中央実習センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 研修 平成２７年原義綴 業務部中央実習センター 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 研修 平成２７年度研修課（通達・事務連絡） 研修課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 研修 平成２７年度中央実習センター（通達・事務連絡） 研修課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１５年度 中央実習センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 業務部中央実習センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 実習センター書庫 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 共通 平成２８年度起案簿 企画部研修センター 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 研修 平成２８年原義綴 企画部研修センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 研修 平成２８年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 研修 平成２８年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算  平成２８年度予算の配賦について（運営費交付金） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度予算（整備管理費補助金）の配賦について 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算  平成２８年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度予算における予算実施計画の額変更について（自己収入分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２９年度予算要求について 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度配賦予算の流用について（自己収入・登録交付金分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２９年度予算（自己収入/登録確認調査）実施計画の策定及び配賦について 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄



２0１６年度 企画部 予算 平成２８年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 ４Ｆ事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画 公文書類 通達 企画課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 企画部長 廃棄
２0１６年度 企画 資料 国会等提出資料（２８年度） 企画課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 起案簿（平成２８年度） 企画課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 庶務、会計 平成２９年度諸謝金支出調書 企画部研修センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 庶務、会計 平成２９年度納品書・見積書・請求書 企画部研修センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 共通 平成２９年度起案簿 企画部研修センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 研修 平成２９年原義綴 企画部研修センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 研修 平成２９年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 研修 平成２９年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算  平成２９年度予算の配賦について（運営費交付金） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度予算（整備管理費補助金）の配賦について 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算  平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度予算における予算実施計画の額変更について（自己収入分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成３０年度予算要求について 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入・登録交付金分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度予算（自己収入/登録確認調査）実施計画の策定及び配賦について 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画部 予算 平成３０年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画 会議 会議資料（２９年度） 企画課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画 公文書類 通達 企画課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画 資料 国会等提出資料（２９年度） 企画課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 起案簿（平成２９年度） 企画課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画 事故 損害賠償事故／決裁文書綴（平成２９年度） 企画課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１７年度 企画 訴訟 賠償案件（自己収入） 企画課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 庶務、会計 平成３０年度諸謝金支出調書 企画部研修センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 庶務、会計 平成３０年度納品書・見積書・請求書 企画部研修センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 共通 平成３０年度起案簿 企画部研修センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 研修 平成３０年原義綴 企画部研修センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 研修 平成３０年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 研修 平成３０年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算  平成２９年度予算の配賦について（運営費交付金） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度予算（整備管理費補助金）の配賦について 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算  平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度予算における予算実施計画の額変更について（自己収入分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成３０年度予算要求について 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入・登録交付金分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度予算（自己収入/登録確認調査）実施計画の策定及び配賦について 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成２９年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画部 予算 平成３０年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画 会議 会議資料（３０年度） 企画課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画 公文書類 通達 企画課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画 資料 国会等提出資料（３０年度） 企画課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 起案簿（平成３０年度） 企画課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画 事故 損害賠償事故／決裁文書綴（平成３０年度） 企画課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１８年度 企画 訴訟 賠償案件（自己収入） 企画課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 庶務、会計 平成３１年度諸謝金支出調書 企画部研修センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 庶務、会計 平成３１年度納品書・見積書・請求書 企画部研修センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 共通 平成３１年度起案簿 企画部研修センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 平成３１年原義綴 企画部研修センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 平成３１年度研修実施結果 企画部研修センター 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 平成３１年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 平成３１年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算  平成３１年度予算の配賦について（運営費交付金） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度予算（整備管理費補助金）の配賦について 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算  平成３１年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度予算における予算実施計画の額変更について（自己収入分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 令和２年度予算要求について 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度配賦予算の流用について（自己収入・登録交付金分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度配賦予算の流用について（登録交付金分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度予算（自己収入/登録確認調査）実施計画の策定及び配賦について 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画部 予算 平成３１年度配賦予算の流用について（自己収入分） 予算 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 会議 会議資料（３１年度） 企画課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 公文書類 通達 企画課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 資料 国会等提出資料（３１年度） 企画課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 起案簿（平成３１年度） 企画課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 事故 損害賠償事故／決裁文書綴（平成３１年度） 企画課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 訴訟 賠償案件（自己収入） 企画課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0１９年度 企画 共通 令和元年度新型コロナウイルス関連作成文書 企画課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 移管



２０２０年度 企画部 予算 令和２年度通達 経営管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 庶務、会計 令和２年度諸謝金支出調書 企画部研修センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 庶務、会計 令和２年度納品書・見積書・請求書 企画部研修センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 共通 令和２年度起案簿 企画部研修センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 令和２年原義綴 企画部研修センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 令和２年度研修実施結果 企画部研修センター 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 令和２年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 令和２年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 会議 会議資料（２年度） 企画課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 公文書類 通達 企画課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 資料 国会等提出資料（２年度） 企画課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 起案簿（令和２年度） 企画課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 事故 損害賠償事故／決裁文書綴（令和２年度） 企画課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 訴訟 賠償案件（自己収入） 企画課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２０２０年度 企画 共通 令和２年度新型コロナウイルス関連作成文書 企画課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 移管
２0２１年度 企画 予算 令和３年度通達 経営管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 庶務、会計 令和３年度諸謝金支出調書 企画部研修センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 庶務、会計 令和３年度納品書・見積書・請求書 企画部研修センター 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 共通 令和３年度起案簿 企画部研修センター 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）１ 企画部研修センター 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 令和３年原義綴 企画部研修センター 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 令和３年度研修実施結果 企画部研修センター 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研修センター事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 令和３年度人材開発課（通達・事務連絡） 人材開発課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 令和３年度中央実習センター（通達・事務連絡） 人材開発課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 研修センター 研修 自動車検査官等研修修了者名簿（人事記録）２ 企画部研修センター 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 研修センター書庫 企画部長 廃棄
２0２１年度 企画 会議 会議資料（３年度） 企画課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 企画 公文書類 通達 企画課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 企画 資料 国会等提出資料（３年度） 企画課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 起案簿（令和３年度） 企画課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 企画 事故 損害賠償事故／決裁文書綴（令和３年度） 企画課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0２１年度 企画 訴訟 賠償案件（自己収入） 企画課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙、電子  ファイルサーバ・事務室 企画部長 廃棄
２0２２年度 企画 予算 令和４年度通達 経営管理課 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 事務室 企画部長 廃棄
２00２年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 業務課・技術課 - 常用 - 紙 書　棚 業務部長 -
２00２年度 共通 共通 標準文書保存期間基準 業務課・技術課 - 常用 - 紙 書　棚 業務部長 -
２00２年度 共通 共通 平成１４年度起案簿 業務課・技術課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00２年度 業務 事務規程 審査事務規程の大臣への届出について（自業業第１号） 業務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00２年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１４年度） 業務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00２年度 技術 施設等関係規程 自動車検査場施設基準 技術課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00２年度 技術 施設等関係規程 自動車検査独立行政法人検査用被服等取扱規程 技術課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00２年度 業務 業務量統計 平成１４年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00３年度 共通 共通 平成１５年度起案簿 業務課・技術課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00３年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１５年度） 業務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00３年度 技術 施設等関係規程 自動車検査場施設等更新基準 技術課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00３年度 業務 業務量統計 平成１５年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2004年4月1日 5年 2009年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00４年度 共通 共通 平成１６年度起案簿 業務課・技術課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00４年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１６年度） 業務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00４年度 業務 業務量統計 平成１６年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2005年4月1日 5年 2010年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00５年度 共通 共通 平成１７年度起案簿 業務課・技術課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00５年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１７年度） 業務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00５年度 業務 業務量統計 平成１７年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2006年4月1日 5年 2011年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00６年度 共通 共通 平成１８年度起案簿 業務課・技術課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00６年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１８年度） 業務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00６年度 業務 業務量統計 平成１８年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2007年4月1日 5年 2012年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00７年度 共通 共通 平成１９年度起案簿 業務課・技術課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00７年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成１９年度） 業務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00７年度 業務 業務量統計 平成１９年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2008年4月1日 5年 2013年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00８年度 共通 共通 平成２0年度起案簿 業務課・技術課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00８年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２0年度） 業務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00８年度 業務 業務量統計 平成２0年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2009年4月1日 5年 2014年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２00９年度 共通 共通 平成２１年度起案簿 業務課・技術課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00９年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２１年度） 業務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２00９年度 業務 業務量統計 平成２１年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2010年4月1日 5年 2015年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度起案簿 業務課・技術課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１0年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２２年度） 業務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１0年度 業務 業務量統計 平成２２年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2011年4月1日 5年 2016年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 業務課・技術課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度起案簿 業務課・技術課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１１年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２３年度） 業務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１１年度 業務 業務量統計 平成２３年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 業務課・技術課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度起案簿 業務課・技術課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２４年度） 業務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 技術 調達関係 平成２４年度検査用被服等の調達関係 技術課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 技術 調達関係 平成２４年度調達関係 決裁綴 技術課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 業務 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２４年度） 業務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１２年度 業務 業務量統計 平成２４年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 業務課・技術課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度起案簿 業務課・技術課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２５年度） 業務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 技術 調達関係 平成２５年度検査用被服等の調達関係 技術課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 技術 調達関係 平成２５年度調達関係 決裁綴 技術課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 業務 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２５年度） 業務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１３年度 業務 業務量統計 平成２５年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 業務課・技術課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄



２0１４年度 共通 共通 平成２６年度起案簿 業務課・技術課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１４年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２６年度） 業務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１４年度 技術 調達関係 平成２６年度検査用被服等の調達関係 技術課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１４年度 技術 調達関係 平成２６年度調達関係 決裁綴 技術課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１４年度 業務 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２６年度） 業務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　棚 業務部長 廃棄
２0１４年度 業務 業務量統計 平成２６年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子 サーバ 業務部長 延長
２0１５年度 共通 共通 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 業務課・技術課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度起案簿 業務課・技術課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 業務 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２７年度） 業務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 技術 調達関係 平成２７年度検査用被服等の調達関係 技術課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 技術 調達関係 平成２７年度調達関係 決裁綴 技術課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 業務 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２７年度） 業務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１５年度 業務 業務量統計 平成２７年度保安基準適合性審査業務量等実績 業務課 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２0１６年度 共通 共通 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度起案簿 検査課・施設課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 検査 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２８年度） 検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 施設 調達関係 平成２８年度検査用被服等の調達関係 施設課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 施設 調達関係 平成２８年度調達関係 決裁綴 施設課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 検査 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２８年度） 検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１６年度 検査 業務量統計 平成２８年度保安基準適合性審査業務量等実績 検査課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２0１７年度 共通 共通 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度起案簿 検査課・施設課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 検査 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成２９年度） 検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 施設 調達関係 平成２９年度検査用被服等の調達関係 施設課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 施設 調達関係 平成２９年度調達関係 決裁綴 施設課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 検査 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成２９年度） 検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 検査課・施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅費概算・精算請求書 検査課・施設課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１７年度 検査 業務量統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量等実績 検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２0１８年度 共通 共通 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３0年度起案簿 検査課・施設課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 検査 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（平成３0年度） 検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 施設 調達関係 平成３0年度検査用被服等の調達関係 施設課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 施設 調達関係 平成３0年度調達関係 決裁綴 施設課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 検査 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（平成３0年度） 検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 検査課・施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３0年度旅費概算・精算請求書 検査課・施設課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１８年度 検査 業務量統計 平成３0年度保安基準適合性審査業務量等実績 検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２0１９年度 共通 共通 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度起案簿 検査課・施設課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 施設 調達関係 平成３１年度検査用被服等の調達関係 施設課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 施設 調達関係 平成３１年度調達関係 決裁綴 施設課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 検査課・施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度旅費概算・精算請求書 検査課・施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議 平成３１年度会議資料 検査課・施設課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 施設 報告関係 平成３１年度検査機器不具合関係 施設課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度新型コロナウイルス関連受領文書 検査課・施設課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 検査 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（令和２年度） 検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 検査 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（令和２年度） 検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 検査 業務量統計 令和２年度保安基準適合性審査業務量等実績 検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２０２０年度 検査 審査検査照会 令和２年度弁護士法第２３条の２に基づく照会に対する回答 検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 検査 審査検査照会 令和２年度技術基準適合証明書の真正性確認 検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度度起案簿 検査課・施設課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 検査課・施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅費概算・精算請求書 検査課・施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議 令和２年度会議資料 検査課・施設課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 施設 調達関係 令和２年度検査用被服等の調達関係 施設課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 施設 調達関係 令和２年度調達関係 決裁綴 施設課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 施設 報告関係 令和２年度検査機器不具合関係 施設課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度新型コロナウイルス関連受領文書 検査課・施設課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度新型コロナウイルス関連作成文書 検査課・施設課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　棚 検査部長 移管
２0２１年度 検査 事務規程 審査事務規程の一部改正に係る大臣への届出について（令和３年度） 検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 検査 審査関係通達 自動車審査に係る関係通達（令和３年度） 検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 検査 業務量統計 令和３年度保安基準適合性審査業務量等実績 検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 検査部長 延長
２0２１年度 検査 審査検査照会 令和３年度弁護士法第２３条の２に基づく照会に対する回答 検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 検査 審査検査照会 令和３年度技術基準適合証明書の真正性確認 検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 検査課・施設課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度度起案簿 検査課・施設課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 検査課・施設課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅費概算・精算請求書 検査課・施設課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議 令和３年度会議資料 検査課・施設課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 施設 調達関係 令和３年度検査用被服等の調達関係 施設課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 施設 調達関係 令和３年度調達関係 決裁綴 施設課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 施設 報告関係 令和３年度検査機器不具合関係 施設課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度新型コロナウイルス関連受領文書 検査課・施設課 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　棚 検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度新型コロナウイルス関連作成文書 検査課・施設課 2022年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　棚 検査部長 移管
２００７年度 監査室 共通 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００７年度 監査室 共通 平成１９年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００７年度 監査室 共通 平成１９年度起案簿 監事監査室 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００７年度 監査室 共通 平成１９年度規程番号簿 監事監査室 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００７年度 監査室 共通 平成１９年度細則番号簿 監事監査室 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００８年度 監査室 共通 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００８年度 監査室 共通 平成２０年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００８年度 監査室 共通 平成２０年度起案簿 監事監査室 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００８年度 監査室 共通 平成２０年度規程番号簿 監事監査室 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄



２００８年度 監査室 共通 平成２０年度細則番号簿 監事監査室 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００９年度 監査室 共通 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００９年度 監査室 共通 平成２１年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００９年度 監査室 共通 平成２１年度起案簿 監事監査室 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００９年度 監査室 共通 平成２１年度規程番号簿 監事監査室 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２００９年度 監査室 共通 平成２１年度細則番号簿 監事監査室 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１０年度 監査室 共通 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１０年度 監査室 共通 平成２２年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１０年度 監査室 共通 平成２２年度起案簿 監事監査室 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１０年度 監査室 共通 平成２２年度規程番号簿 監事監査室 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１０年度 監査室 共通 平成２２年度細則番号簿 監事監査室 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１１年度 監査室 共通 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１１年度 監査室 共通 平成２３年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１１年度 監査室 共通 平成２３年度起案簿 監事監査室 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１１年度 監査室 共通 平成２３年度規程番号簿 監事監査室 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１１年度 監査室 共通 平成２３年度細則番号簿 監事監査室 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１２年度 監査室 共通 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１２年度 監査室 共通 平成２４年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１２年度 監査室 共通 平成２４年度起案簿 監事監査室 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１２年度 監査室 共通 平成２４年度規程番号簿 監事監査室 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１２年度 監査室 共通 平成２４年度細則番号簿 監事監査室 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度起案簿 監事監査室 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度規程番号簿 監事監査室 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度細則番号簿 監事監査室 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１３年度 監査室 共通 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度起案簿 監事監査室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度規程番号簿 監事監査室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度細則番号簿 監事監査室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１４年度 監査室 共通 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度起案簿 監事監査室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度規程番号簿 監事監査室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度細則番号簿 監事監査室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１５年度 監査室 共通 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度書留簿 監事監査室 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度受付記録簿 監事監査室 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度起案簿 監事監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度規程番号簿 監事監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度細則番号簿 監事監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度原義綴り 監事監査室 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１６年度 監査室 共通 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度受付記録簿 監事監査室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度起案簿 監事監査室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度原義綴り 監事監査室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１７年度 監査室 共通 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度受付記録簿 監事監査室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度起案簿 監事監査室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度原義綴り 監事監査室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１８年度 監査室 共通 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度受付記録簿 監事監査室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度書留簿 監事監査室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度起案簿 監事監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度規程番号簿 監事監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度細則番号簿 監事監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 平成３１年度原義綴り 監事監査室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０１９年度 監査室 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 監事監査室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度受付記録簿 監事監査室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度書留簿 監事監査室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度起案簿 監事監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度法人文書ファイル管理簿 監事監査室 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度規程番号簿 監事監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度細則番号簿 監事監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 令和２年度原義綴り 監事監査室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２０年度 監査室 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 監事監査室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度受付記録簿 監事監査室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度書留簿 監事監査室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度起案簿 監事監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和２年度法人文書ファイル管理３ 監事監査室 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 監事監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度標準文書保存期間基準 監事監査室 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 監事監査室長 廃棄



２０２１年度 監査室 共通 令和３年度規程番号簿 監事監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度細則番号簿 監事監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 令和３年度原義綴り 監事監査室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
２０２１年度 監査室 共通 新型コロナウイルス感染症関連文書 監事監査室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 監事監査室長 廃棄
2016年度 内部監査 共通 平成２８年度起案簿 内部監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2016年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2016年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2016年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2016年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2017年度 内部監査 共通 平成２９年度起案簿 内部監査室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2017年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2017年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2017年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2017年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2018年度 内部監査 共通 平成３０年度起案簿 内部監査室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2018年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2018年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2018年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2018年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2019年度 内部監査 共通 平成３１年度起案簿 内部監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2019年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2019年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2019年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2019年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2020年度 内部監査 共通 令和２年度起案簿 内部監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2020年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2020年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2020年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2020年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2021年度 内部監査 共通 令和３年度起案簿 内部監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 内部監査室長 廃棄
2021年度 内部監査 監査計画・報告 内部監査の計画・実施・実施結果・実施結果に係る改善報告について（原議） 内部監査室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2021年度 内部監査 報告 地方検査部による調査・指導の実施結果について（原議） 内部監査室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2021年度 内部監査 規程 規程・通達改正（原議） 内部監査室 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
2021年度 内部監査 その他 雑件・その他（原議） 内部監査室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 内部監査室長 廃棄
２00２年度 共通 共通 平成１４年度起案簿 北海道検査部管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２00３年度 共通 共通 平成１５年度起案簿 北海道検査部管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２00４年度 共通 共通 平成１６年度起案簿 北海道検査部管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２00５年度 共通 共通 平成１７年度起案簿 北海道検査部管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２00６年度 共通 共通 平成１８年度起案簿 北海道検査部管理課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 平成１９年度起案簿 北海道検査部管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 平成２０年度起案簿 北海道検査部管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年度起案簿 北海道検査部管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度起案簿 北海道検査部管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度起案簿 北海道検査部管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度起案簿 北海道検査部管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度起案簿 北海道検査部管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度起案簿 北海道検査部管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度起案簿 北海道検査部管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度起案簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度起案簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度起案簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度起案簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度起案簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度起案簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00３年度 共通 共通 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2004年4月1日 常用 - 紙 書　庫 北海道検査部長 -
２00４年度 共通 共通 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2005年4月1日 常用 - 紙 書　庫 北海道検査部長 -
２00５年度 共通 共通 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2006年4月1日 常用 - 紙 書　庫 北海道検査部長 -
２00６年度 共通 共通 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2007年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２00７年度 共通 共通 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2008年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２00８年度 共通 共通 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2009年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２00９年度 共通 共通 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２０２０年度 共通 共通 令和２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0２１年度 共通 共通 令和３年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２00２年度 共通 共通 法人文書分類基準表 北海道検査部管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 法人文書分類基準表 北海道検査部管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 標準文書保存期間基準 北海道検査部管理課 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度受付件名簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度受付件名簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年出勤簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年出勤簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄



２0１９年度 共通 共通 平成３１年出勤簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年出勤簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年出勤簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年超過勤務命令簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年超過勤務命令簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年超過勤務命令簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年勤務時間報告書 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年勤務時間報告書 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年勤務時間報告書 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年代休日指定簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年代休日指定簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年代休日指定簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年代休日指定簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年代休日指定簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年総合健診勤務免除申請書 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年総合健診勤務免除申請書 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年総合健診勤務免除申請書 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年総合健診勤務免除申請書 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年総合健診勤務免除申請書 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度全道検査官等会議 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度全道検査官補等会議 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 総務 平成２９年度総務関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 総務 平成３０年度総務関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 総務 平成３１年度総務関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 総務 令和２年度総務関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 総務 令和３年度総務関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 総務 平成３１年度押印記録簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 総務 令和２年度押印記録簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 総務 令和３年度押印記録簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 総務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 総務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 総務 令和３年度切手受払簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 総務 平成２９年度書留簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 総務 平成３０年度書留簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 総務 平成３１年度書留簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 総務 令和２年度書留簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 総務 令和３年度書留簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年度異動関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年度異動関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年度異動関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度異動関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度異動関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年度人事関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年度人事関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年度人事関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度人事関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度人事関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年度厚生関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年度厚生関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年度厚生関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度厚生関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度厚生関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年基準給与簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年基準給与簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年基準給与簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年基準給与簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年基準給与簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年非常勤職員基準給与簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年非常勤職員基準給与簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年非常勤職員基準給与簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年非常勤職員基準給与簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年非常勤職員基準給与簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 個人別健康診断関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 個人別健康診断関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 個人別健康診断関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 個人別健康診断関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 個人別健康診断関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 通勤手当認定簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 通勤手当認定簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 通勤手当認定簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 通勤手当認定簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 通勤手当認定簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 単身赴任手当 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 単身赴任手当 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 単身赴任手当 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 単身赴任手当 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 単身赴任手当 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄



２0１７年度 管理課 人事 住居手当認定簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 住居手当認定簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 住居手当認定簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 住居手当認定簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 住居手当認定簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 扶養手当認定簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 扶養手当認定簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 扶養手当認定簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 扶養手当認定簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 扶養手当認定簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年度非常勤職員関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３０年度非常勤職員関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年度非常勤職員関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度非常勤職員関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度非常勤職員関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度契約関係 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度契約関係 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度契約関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度契約関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度契約関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度契約関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度契約関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度立替金請求書 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年度納品書等・請求書（年間契約） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度納品書等・請求書（物品） 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度納品書等・請求書（修繕） 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度納品書等・請求書（役務） 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度納品書等・請求書（工事） 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度会計関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度会計関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度会計関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度会計関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度会計関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度資産関係 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度資産関係 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度資産関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度資産関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度資産関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度資産関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度資産関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度資産関係 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度資産関係 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度資産関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度資産関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度資産関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度資産関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度資産関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度入札関係 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度入札関係 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度入札関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄



２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度入札関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度入札関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度入札関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度入札関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度入札関係 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度入札関係 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度入札関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度入札関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度入札関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度入札関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度入札関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 会計 資産台帳 北海道検査部管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 会計 資産台帳 北海道検査部管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 国有財産使用許可申請書類 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度旅費請求書・領収書・旅行命令・依頼簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度立替払い金 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度立替払い金 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度立替払い金 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度立替払い金 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度立替払い金 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度立替払い金 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度立替払い金 北海道検査部管理課 20212年4月1日 7年 20219年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度立替払い金 北海道検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度立替払い金 北海道検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度立替払い金 北海道検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度立替払い金 北海道検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度立替払い金 北海道検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度立替払い金 北海道検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度立替払い金 北海道検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 企画 平成２９年度企画関係 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 企画 平成３０年度企画関係 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 企画 平成３１年度企画関係 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 企画 令和２年度企画関係 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 企画 令和３年度企画関係 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録 登録確認調査印管理簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１６年度 管理課 登録 登録確認調査印使用記録簿 北海道検査部管理課 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 北海道検査部長 -
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年度実習計画書兼参加者名簿 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度実習計画書兼参加者名簿 北海道検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度実習計画書兼参加者名簿 北海道検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３0年度実習実施記録簿（平成３１年度作成） 北海道検査部管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 平成３１年度実習実施記録簿（令和２年度作成） 北海道検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和２年度実習実施記録簿（令和３年度作成） 北海道検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録 平成２９年度登録確認調査業務量報告 北海道検査部管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 平成３0年度登録確認調査業務量報告 北海道検査部管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年度登録確認調査業務量報告 北海道検査部管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度登録確認調査業務量報告 北海道検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度登録確認調査業務量報告 北海道検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 会計 検査確認調書（平成２７年度） 北海道検査部検査課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 会計 検査確認調書（平成２８年度） 北海道検査部検査課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 会計 検査確認調書（平成２９年度） 北海道検査部検査課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 会計 検査確認調書（平成３０年度） 北海道検査部検査課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 会計 検査確認調書（平成３１年度） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 会計 検査確認調書（令和２年度） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 会計 検査確認調書（令和３年度） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄



２0１８年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 公印 令和２年度検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 公印 令和３年度検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 公印 令和２年度検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 公印 令和３年度検査官印貸与簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合企画 平成３１年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合企画 令和２年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合企画 令和３年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北海道検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度審査事務規程 北海道検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度審査事務規程 北海道検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２４年度分） 北海道検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２５年度分） 北海道検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２６年度分） 北海道検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２７年度分） 北海道検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２８年度分） 北海道検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成２９年度分） 北海道検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成３０年度分） 北海道検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(平成３１年度分） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(令和２年度分） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(令和３年度分） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等提出書面審査要領附則１提出書類 北海道検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等提出書面審査要領附則１提出書類 北海道検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等提出書面審査要領附則１提出書類 北海道検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３０年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（代表） 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（代表） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（代表） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（代表） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等提出書面審査要領附則２事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等提出書面審査要領附則３事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等提出書面審査要領附則３事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等提出書面審査要領附則３事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等提出書面審査要領附則４事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等提出書面審査要領附則４事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等提出書面審査要領附則４事前審査書類（個車） 北海道検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄



２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北海道検査部長 廃棄
２00２年度 函館事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00３年度 函館事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00４年度 函館事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00５年度 函館事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00６年度 函館事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00７年度 函館事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00８年度 函館事務所 管理業務 平成２０年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00９年度 函館事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１0年度 函館事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00２年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00３年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00４年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00５年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00６年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00７年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00８年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00９年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１0年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１１年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１２年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１３年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１４年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１５年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１６年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１７年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１８年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１９年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２０２０年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0２１年度 函館事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２00２年度 函館事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 函館事務所長 -
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度受付件名簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度受付件名簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年休暇簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年休暇簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年休暇簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年休暇簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年休暇簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年代休日指定簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年代休日指定簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年代休日指定簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年代休日指定簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年代休日指定簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年出勤簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年出勤簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年出勤簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年出勤簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年出勤簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年超過勤務命令簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年超過勤務命令簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年超過勤務命令簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄



２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年勤務時間報告書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年勤務時間報告書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年勤務時間報告書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度押印記録簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度押印記録簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度押印記録簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度切手受払簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度書留簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度書留簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度書留簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度書留簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度書留簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 管理業務 平成２７年度納品書 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 管理業務 平成２８年度納品書 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度納品書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度納品書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度納品書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度納品書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度納品書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 管理業務 平成２７年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 管理業務 平成２８年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度検査確認調書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 公印 検査官印管理簿 検査官印使用記録簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 10年 検査官印を廃棄又は欠番とした日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３年 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 公印 検査官印管理簿 検査官印使用記録簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 10年 検査官印を廃棄又は欠番とした日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３年 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 公印 検査官印管理簿 検査官印使用記録簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 10年 検査官印を廃棄又は欠番とした日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３年 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 公印 検査官印管理簿 検査官印使用記録簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 10年 検査官印を廃棄又は欠番とした日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して３年 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 事務の総合企画 平成３１年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 事務の総合企画 令和２年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 事務の総合企画 令和３年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２00２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00７年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00８年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00９年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１0年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄



２0１３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00７年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00８年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00９年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１0年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00７年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00８年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00９年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１0年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00２年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00３年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00４年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00５年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00６年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00７年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00８年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２00９年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１0年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１１年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１２年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１３年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１４年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１５年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１６年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄



２０２０年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等提出書 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１７年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１８年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 函館事務所長 廃棄
２0１９年度 函館事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿 北海道検査部函館事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２０２０年度 函館事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿 北海道検査部函館事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２0２１年度 函館事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿 北海道検査部函館事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 函館事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ２階書庫 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ２階書庫 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ２階書庫 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 管理業務 平成２0年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３0年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 常用 - 紙 事務室 旭川事務所長 -
２00３年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 旭川事務所長 -
２00４年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 常用 - 紙 事務室 旭川事務所長 -
２00５年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２00６年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２00７年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２00８年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２00９年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１0年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１１年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１２年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１３年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１４年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 -
２00２年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄



２0２１年度 旭川事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 常用 - 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年年度受付件名簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年年度受付件名簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年休暇簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年休暇簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年休暇簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年休暇簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年休暇簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年出勤簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年出勤簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年出勤簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年出勤簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年出勤簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年超過勤務命令簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年超過勤務命令簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年超過勤務命令簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年勤務時間報告書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年勤務時間報告書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年勤務時間報告書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度切手受払簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度書留簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度書留簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度書留簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度書留簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度書留簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 平成２７年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 平成２８年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度納品書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 管理業務 平成２４年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 管理業務 平成２５年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 管理業務 平成２６年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 管理業務 平成２７年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 管理業務 平成２８年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 管理業務 平成２９年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 管理業務 平成３0年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 平成３１年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 令和２年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 令和３年度固定資産(少額備品)処分決定承認申請関係 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 管理業務 業務支援依頼書（H３１） 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 業務支援依頼書（R２） 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 業務支援依頼書（R３） 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 管理業務 健康診断関係 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 管理業務 健康診断関係 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 訴訟 旭川裁判 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄



２00４年度 旭川事務所 訴訟 DS検査損害賠償請求 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 判定証 職員ＩＤ及び判定証管理台帳 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理業務通達 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 事務連絡等の整備、保存 管理業務指示 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 事務連絡等の整備、保存 管理業務指示 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 事務連絡等の整備、保存 管理業務指示 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 事務連絡等の整備、保存 管理業務指示 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 事務連絡等の整備、保存 管理業務指示 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 労働基準監督届出等 労働基準監督者届出関係 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 通達類の保存 不当要求 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄



２00２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 協力依頼通達等 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 協力依頼通達等 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 協力依頼通達等 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 協力依頼通達等 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 協力依頼通達等 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人監事監査規程及び実施細目の制定にういて 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具仕様書 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の較正関係 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の較正関係 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の較正関係 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の較正関係 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の較正関係 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用施設点検関係 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用施設点検関係 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用施設点検関係 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00３年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00４年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00５年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00６年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00７年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00８年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00９年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１0年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１１年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１２年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１３年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１４年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１５年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１６年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄



２０２０年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 車検場書庫 旭川事務所長 廃棄
２0１７年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造・並行輸入自動車届出書　受領簿 北海道検査部旭川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造・並行輸入自動車届出書　受領簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造・並行輸入自動車届出書　受領簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造・並行輸入自動車届出書　受領簿 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造・並行輸入自動車届出書　受領簿 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１８年度 旭川事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 旭川事務所長 -
２0１８年度 旭川事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北海道検査部旭川事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 旭川事務所長 -
２0１９年度 旭川事務所 登録 平成３１年度実習計画書兼参加者名簿 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0１９年度 旭川事務所 登録 平成３１年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部旭川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２０２０年度 旭川事務所 登録 令和２年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部旭川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２0２１年度 旭川事務所 登録 令和３年度登録確認調査員調査依頼書 北海道検査部旭川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 旭川事務所長 廃棄
２00２年度 室蘭事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00２年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00３年度 室蘭事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00３年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00４年度 室蘭事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00４年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00５年度 室蘭事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00５年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00６年度 室蘭事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00６年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00７年度 室蘭事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00７年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00８年度 室蘭事務所 管理業務 平成２０年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00８年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 管理業務 資産・少額備品台帳 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 管理業務 法人文書分類基準表 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２00９年度 室蘭事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部室蘭事務所 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 室蘭事務所長 -
２0１0年度 室蘭事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１0年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１１年度 室蘭事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１１年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１１年度 室蘭事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部室蘭事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 室蘭事務所長 -
２0１２年度 室蘭事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１２年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１３年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１３年度 室蘭事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１３年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１４年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１４年度 室蘭事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１４年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１５年度 室蘭事務所 管理業務 平成２７年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１５年度 室蘭事務所 管理業務 平成２７年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１５年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１５年度 室蘭事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１５年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１６年度 室蘭事務所 管理業務 平成２８年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１６年度 室蘭事務所 管理業務 平成２８年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１６年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１６年度 室蘭事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１６年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度旅費関係綴り 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年代休日指定簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年代休日指定簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年休暇簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年出勤簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度書留簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 会計 損害賠償請求関係 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度旅費関係綴り 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年代休日指定簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年休暇簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄



２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年出勤簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度書留簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 管理業務 平成３０年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１８年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部室蘭事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 公印 押印記録簿（２0１９年度） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器故障時の代替検査報告 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器の臨時整備等の取扱いについて（様式１～３） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 高度化施設判定証管理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 会計 自動車審査証紙過誤納関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 人事異動関係（出勤簿等） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 設定判定値確認記録表 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること ヒヤリハット情報綴り 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１７年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書 北海道検査部室蘭事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等事前審査書類 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等当日提出書面 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 事務の総合企画 平成３１年度会議研修関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 ２0１９年度旅費関係綴り 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 安全衛生関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 組合関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 健康診断関係書類 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 検査部調査指導関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 事務所概要資料 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 点検記録表（検査機器以外） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 内部監査関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 非常勤関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 理事長巡視関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 受付簿（２0１９年度） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年（令和１年）度並行輸入自動車届出書 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 平成３１年度書留簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 ２0１９年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 ２0１９年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具定期点検整備記録表 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年（令和１年）度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 起案簿（２０１９年度） 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 閲覧窓口目録 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0１９年度 室蘭事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部室蘭事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 公印 押印記録簿（令和２年度） 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器の臨時整備等の取扱いについて（様式１～３） 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 高度化施設判定証管理簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 会計 自動車審査証紙過誤納関係 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 設定判定値確認記録表 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等事前審査書類 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等当日提出書面 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 事務の総合企画 令和２年度会議研修関係 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 組合関係 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 健康診断関係書類 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２０２０年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 点検記録表（検査機器以外） 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２０２０年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度旅費関係綴り 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２０２０年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 受付簿（２０２０年度） 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具定期点検整備記録表 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2020年度 室蘭事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器日常点検整備記録表 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 自動車運行記録簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄



２0２１年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 自動車検査高度化施設端末管理簿（検査情報システム） 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 公印 押印記録簿（令和３年度） 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器の臨時整備等の取扱いについて（様式１～３） 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 高度化施設判定証管理簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 会計 自動車審査証紙過誤納関係 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 設定判定値確認記録表 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等事前審査書類 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等当日提出書面 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 事務の総合企画 令和３年度会議研修関係 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度切手受払簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 組合関係 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 健康診断関係書類 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車検査場の施設に係る書類 点検記録表（検査機器以外） 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度旅費関係綴り 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 受付簿（２0２１年度） 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度検査確認調書・納品書 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼・請求・領収簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　庫 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具定期点検整備記録表 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 室蘭事務所長 廃棄
２0２１年度 室蘭事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等(令和３年度分) 北海道検査部室蘭事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 室蘭事務所長 廃棄
2002年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2003年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2004年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2005年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2006年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2007年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2008年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2009年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2010年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2011年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2013年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2014年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理関係通達等 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 管理関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度安全衛生綴 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３0年度安全衛生綴 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度安全衛生綴 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度安全衛生綴 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 安全衛生関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度資産関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 資産関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 重量計検定関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査機器定期点検整備記録表 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査機器日常点検整備記録表 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 その他機器定期点検関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自家用電気工作物関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自家用電気工作物関係綴（永久保存） 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2005年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査用機械器具の仕様書 北海道検査部釧路事務所 2006年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2018年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査機械等PCB濃度試験結果 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 判定値等確認結果記録表（２コース機器設置） 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度判定値確認記録表・封印シール管理簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 判定値確認記録表・封印シール管理簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度制動力判定値変更記録表 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 制動力判定値変更記録表 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度臨時整備における判定値等チェックシート 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 臨時整備における判定値等チェックシート 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 コンプレッサー自主点検表 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2002年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2003年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄



2004年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2005年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2006年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2007年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2008年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２0年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2009年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2010年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2011年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2013年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2014年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2013年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2014年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 検査場書庫 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 新規検査等の届出 平成３１年度新規検査等届出書および添付書類（事前届出対象外） 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 新規検査等の届出 平成３１年度新規検査等届出書および添付書類 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 新規検査等の届出 令和２年度新規検査等届出書および添付書類（事前届出対象外） 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 新規検査等の届出 令和２年度新規検査等届出書および添付書類 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等届出書および添付書類（事前届出対象外） 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等届出書および添付書類 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 新規検査等の届出 取下願出書 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度自動車検査場事故関係 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 自動車検査場事故関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度不当要求関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度不当要求関係 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度不当要求関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度不当要求関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 自動車の審査業務に関すること 不当要求関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 旅費請求書、旅行命令簿・依頼簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 切手受払簿、書留簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 切手受払簿、書留簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 切手受払簿、書留簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 切手受払簿、書留簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 押印記録簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 押印記録簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 押印記録簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 出勤簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 出勤簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 出勤簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 出勤簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 休暇簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 休暇簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 休暇簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 休暇簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 超過勤務命令簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 超過勤務命令簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 超過勤務命令簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 超過勤務命令簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 勤務時間報告書 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 勤務時間報告書 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 勤務時間報告書 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 勤務時間報告書 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 自動車検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 自動車検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 自動車検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 自動車検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄



2021年度 釧路事務所 管理業務 自動車検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 代休日指定簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 代休日指定簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 代休日指定簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 代休日指定簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 管理職員特別勤務実績簿及び手当整理簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 管理職員特別勤務実績簿及び手当整理簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 管理職員特別勤務実績簿及び手当整理簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 非常勤職員関係 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 非常勤職員関係 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 非常勤職員関係 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 非常勤職員関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 非常勤職員関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 平成３0年度受付件名簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 令和２年度受付件名簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 令和３年度受付件名簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2002年度 釧路事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2003年度 釧路事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2004年度 釧路事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2005年度 釧路事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2006年度 釧路事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2007年度 釧路事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2008年度 釧路事務所 管理業務 平成２0年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2009年度 釧路事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2010年度 釧路事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2011年度 釧路事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2013年度 釧路事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2014年度 釧路事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 平成３0年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 平成３１年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 管理業務 平成２７年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 管理業務 平成２８年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 管理業務 平成２９年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 管理業務 平成３0年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 管理業務 平成３１年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 管理業務 令和２年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 １階書庫 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 令和３年度検査確認調書 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 管理業務 内部監査・巡視・調査指導関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2012年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2013年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2014年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2015年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2016年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2017年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2018年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2019年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 公印 検査官印貸与簿・高度化施設判定証貸与簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 釧路事務所長 廃棄
2020年度 釧路事務所 事務の総合企画 令和２年度会議研修関係 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2021年度 釧路事務所 事務の総合企画 令和３年度会議研修関係 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 サテライトオフィス 釧路事務所長 廃棄
2003年度 釧路事務所 管理業務 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2004年度 釧路事務所 管理業務 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2005年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2005年度 釧路事務所 管理業務 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2006年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2006年度 釧路事務所 管理業務 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2007年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2007年度 釧路事務所 管理業務 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2008年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2008年度 釧路事務所 管理業務 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2009年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2009年度 釧路事務所 管理業務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2010年度 釧路事務所 管理業務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2011年度 釧路事務所 管理業務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2012年度 釧路事務所 管理業務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2013年度 釧路事務所 管理業務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2014年度 釧路事務所 管理業務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2015年度 釧路事務所 管理業務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2016年度 釧路事務所 管理業務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2017年度 釧路事務所 管理業務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2018年度 釧路事務所 管理業務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2019年度 釧路事務所 管理業務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2020年度 釧路事務所 管理業務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
2021年度 釧路事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿 北海道検査部釧路事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 釧路事務所長 -
２00２年度 帯広事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00３年度 帯広事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00４年度 帯広事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00５年度 帯広事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄



２00６年度 帯広事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00７年度 帯広事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00８年度 帯広事務所 管理業務 平成２０年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00９年度 帯広事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１0年度 帯広事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00２年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１４年度） 北海道検査部帯広事務所 2003年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00３年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１５年度） 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00４年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１６年度） 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00５年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１７年度） 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00６年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１８年度） 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00７年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成１９年度） 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00８年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２０年度） 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00９年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２１年度） 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１0年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２２年度） 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１１年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２３年度） 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１２年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２４年度） 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１３年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２５年度） 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２６年度） 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２７年度） 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２８年度） 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成２９年度） 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（平成３１年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 法人文書ファイル管理簿（令和３年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２00３年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成１５年度） 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00４年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成１６年度） 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00５年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成１７年度） 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00６年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成１８年度） 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00７年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成１９年度） 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00８年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成２０年度） 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00９年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成２１年度） 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１0年度 帯広事務所 管理業務 法人文書分類基準表（平成２２年度） 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１２年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１３年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 帯広事務所長 -
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度受付件名簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年休暇簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年出勤簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年超過勤務命令簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄



２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年勤務時間報告書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度切手受払簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度切手受払簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度書留簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 平成２６年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 平成２７年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度納品書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 平成２６年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 管理業務 平成２６年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 令和３年度旅費請求書・領収書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 管理業務 健康診断受診結果 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２３年度） 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２４年度） 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２５年度） 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２６年度） 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２７年度） 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２８年度） 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成２９年度） 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 事務の総合企画 令和２年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00２年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１４年度） 北海道検査部帯広事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00３年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１５年度） 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00４年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１６年度） 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00５年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１７年度） 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00６年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１８年度） 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00７年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成１９年度） 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00８年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２０年度） 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00９年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２１年度） 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１0年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２２年度） 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２３年度） 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２４年度） 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２５年度） 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２６年度） 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２７年度） 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄



２0１６年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２８年度） 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成２９年度） 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（平成３１年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車検査独立行政法人審査事務規程（令和３年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２３年度） 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２４年度） 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２５年度） 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２６年度） 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２７年度） 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２８年度） 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成２９年度） 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（平成３１年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達等（令和３年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00２年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１４年度） 北海道検査部帯広事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00３年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１５年度） 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00４年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１６年度） 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00５年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１７年度） 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00６年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１８年度） 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00７年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成１９年度） 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00８年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２０年度） 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00９年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２１年度） 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１0年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２２年度） 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２３年度） 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２４年度） 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２５年度） 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２６年度） 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２７年度） 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２８年度） 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成２９年度） 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（平成３１年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領（令和３年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00２年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00３年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00４年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00５年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00６年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00７年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00８年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２00９年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１0年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１１年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１２年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１３年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１４年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１５年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 車検場書庫 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 車検場書庫 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 車検場書庫 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 車検場書庫 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２８年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄



２０２０年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１６年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２８年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１７年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１８年度 帯広事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿（平成３０年度） 北海道検査部帯広事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 帯広事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿（平成３１年度） 北海道検査部帯広事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２０２０年度 帯広事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿（令和２年度） 北海道検査部帯広事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0２１年度 帯広事務所 検査官被服に関すること 検査官被服貸与簿（令和３年度） 北海道検査部帯広事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 帯広事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 令和元年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度新型コロナウイルス感染症関係 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 管理業務 平成１４年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 管理業務 平成１５年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 管理業務 平成１６年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 管理業務 平成１７年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 管理業務 平成１８年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 管理業務 平成１９年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 管理業務 平成２０年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 管理業務 平成２１年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 管理業務 平成２２年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 管理業務 平成２３年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 管理業務 平成２４年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 管理業務 平成２５年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 管理業務 平成２６年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度起案簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 管理業務 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２00９年度 北見事務所 管理業務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１0年度 北見事務所 管理業務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１１年度 北見事務所 管理業務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１２年度 北見事務所 管理業務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１３年度 北見事務所 管理業務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１４年度 北見事務所 管理業務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 常用 - 電子 事務室 北見事務所長 -
２00８年度 北見事務所 管理業務 平成２0年度法人文書分類基準表 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 管理業務 平成２１年度法人文書分類基準表 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 管理業務 平成２２年度法人文書分類基準表 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１２年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１３年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１４年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１５年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１６年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１７年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１８年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0１９年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２０２０年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 北見事務所長 -
２0２１年度 北見事務所 管理業務 標準文書保存期間基準 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 常用 - 電子 事務室 北見事務所長 -
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度受付件名簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度受付件名簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度受付件名簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度受付件名簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度受付件名簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年休暇簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年休暇簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年休暇簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年休暇簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年休暇簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年出勤簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年出勤簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年出勤簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年出勤簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年出勤簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年超過勤務命令簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年超過勤務命令簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年超過勤務命令簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年超過勤務命令簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年超過勤務命令簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年勤務時間報告書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年勤務時間報告書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年勤務時間報告書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄



２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年勤務時間報告書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年勤務時間報告書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度旅行命令・依頼簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 管理業務 平成１４年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 管理業務 平成１５年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 管理業務 平成１６年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 管理業務 平成１７年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 管理業務 平成１８年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 管理業務 平成１９年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 管理業務 平成２０年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 管理業務 平成２１年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 管理業務 平成２２年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 管理業務 平成２３年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 管理業務 平成２４年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 管理業務 平成２５年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 管理業務 平成２６年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度業務通達 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度業務関係 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度業務関係 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度業務関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度業務関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度業務関係 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度総務・管理業務指示 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度総務・管理業務指示 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度総務・管理業務指示 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度総務・管理業務指示 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度押印記録簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度押印記録簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度押印記録簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度切手受払簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度切手受払簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度書留簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度書留簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度書留簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度書留簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度納品書 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度納品書 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度納品書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度納品書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度納品書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度納品書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度納品書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 管理業務 平成２７年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 管理業務 平成２８年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和２年度旅費請求書・領収書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度代休日指定簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度代休日指定簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度代休日指定簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度代休日指定簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度代休日指定簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度監督職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度監督職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度監督職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度監督職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度監督職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 平成２９年度検査確認職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 平成３０年度検査確認職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄



２0１９年度 北見事務所 管理業務 平成３１年度検査確認職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 令和２年度検査確認職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 令和３年度検査確認職員指名通知書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 管理業務 健康診断票 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 公印 平成２４年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 公印 平成２５年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 公印 平成２６年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 公印 平成２７年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 公印 平成２８年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 公印 平成２９年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 公印 平成３０年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 公印 平成３１年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 公印 令和２年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 公印 令和３年度検査法人の検査官印貸与簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 事務の総合企画 平成３１年度会議研修関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 事務の総合企画 令和２年度会議研修関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 事務の総合企画 平成３１年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 事務の総合企画 令和２年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 事務の総合企画 令和３年度自動車検査官等研修関係 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１４年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１５年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１６年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１７年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１８年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１９年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２０年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２１年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２２年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２３年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度自動車審査業務通達等 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１４年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１５年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１６年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１７年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１８年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１９年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２０年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２１年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２２年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２３年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１４年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１５年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１６年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１７年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１８年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成１９年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２０年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２１年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２２年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２３年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄



２0１５年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１４年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１５年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１６年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１７年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２０年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２１年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２２年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２３年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具の管理要領 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00２年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00３年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00４年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00５年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00６年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00７年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成１９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00８年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２00９年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１0年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１１年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度自動車検査場の施設に係る書類、図面等 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１２年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１３年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１４年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１５年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１６年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場事故等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１７年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１８年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度自動車検査場トラブル等の対応処理簿 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度街頭検査関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度街頭検査関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度街頭検査関係 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0１９年度 北見事務所 検査官被服に関すること 平成３１年度検査用被服関係 北海道検査部北見事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２０２０年度 北見事務所 検査官被服に関すること 令和２年度検査用被服関係 北海道検査部北見事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄
２0２１年度 北見事務所 検査官被服に関すること 令和３年度検査用被服関係 北海道検査部北見事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北見事務所長 廃棄



２0１0年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00２年度 共通 共通 平成１４年起案簿 東北検査部　管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00３年度 共通 共通 平成１５年起案簿 東北検査部　管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00４年度 共通 共通 平成１６年起案簿 東北検査部　管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00５年度 共通 共通 平成１７年起案簿 東北検査部　管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00６年度 共通 共通 平成１８年起案簿 東北検査部　管理課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 平成１９年起案簿 東北検査部　管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 平成２０年起案簿 東北検査部　管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年起案簿 東北検査部　管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 平成２２年起案簿 東北検査部　管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年起案簿 東北検査部　管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年起案簿 東北検査部　管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年起案簿 東北検査部　管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年起案簿 東北検査部　管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年起案簿 東北検査部　管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年起案簿 東北検査部　管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年起案簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年起案簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年起案簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年起案簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年起案簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 東北検査部長 廃棄
２00２年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00３年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00４年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00５年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00６年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00７年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00８年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2012年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１２年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2013年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１３年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2014年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１４年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2015年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１５年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2016年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１６年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2017年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１７年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１８年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0１９年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２０２０年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２0２１年度 共通 共通 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 東北検査部長 －
２00２年度 共通 共通 法人文書分類基準表 東北検査部　管理課 2003年4月1日 常　用 2033年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年受付記録簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年受付記録簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年受付記録簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年受付記録簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年受付記録簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年休暇簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年休暇簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年休暇簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年休暇簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年休暇簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年病気・特別休暇簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年病気・特別休暇簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年病気・特別休暇簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年病気・特別休暇簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年病気・特別休暇簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年出勤簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年出勤簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年出勤簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年出勤簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年出勤簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年振替休日指定簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年振替休日指定簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年振替休日指定簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年振替休日指定簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年振替休日指定簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年欠勤簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年欠勤簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年欠勤簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年欠勤簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年欠勤簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年出勤状況報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年出勤状況報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年出勤状況報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄



２０２０年度 共通 共通 令和２年出勤状況報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年出勤状況報告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度超過勤務命令簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度勤務報告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 改印届 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 改印届 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 改印届 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 総合健診勤務免除申請書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 総合健診勤務免除申請書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 総合健診勤務免除申請書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 総合健診勤務免除申請書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 総合健診勤務免除申請書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅費請求書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅費請求書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅行命令簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度旅行命令簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度旅行命令簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅行命令簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅行命令簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 平成３１年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度非常勤職員勤怠状況報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議・研修 平成３１年度所長会議 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議・研修 令和２年度所長会議 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議・研修 令和３年度所長会議 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議・研修 平成３１年度全国管理課長会議 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議・研修 令和２年度全国管理課長会議 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議・研修 令和３年度全国管理課長会議 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 公文書類 総務関係通達 東北検査部　管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 住居手当認定簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 住居手当認定簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 住居手当認定簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 住居手当認定簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄



２0２１年度 管理課 給与 住居手当認定簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 昇給通知書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年給与所得者の扶養控除等申告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年給与所得者の扶養控除等申告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年給与所得者の扶養控除等申告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年給与所得者の扶養控除等申告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年給与所得者の扶養控除等申告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年保険料控除申告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年保険料控除申告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年保険料控除申告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年保険料控除申告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年保険料控除申告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 雇用保険関係綴 東北検査部　管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 郵便 平成２９年度書留簿 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 郵便 平成３０年度書留簿 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 郵便 平成３１年度書留簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 郵便 令和２年度書留簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 郵便 令和３年度書留簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 郵便 平成３１年度切手受払簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 郵便 令和２年度切手受払簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 郵便 令和３年度切手受払簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 郵便 郵便差出票 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 郵便 郵便差出票 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 郵便 郵便差出票 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公印 平成３１年押印記録簿 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公印 令和２年押印記録簿 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公印 令和３年押印記録簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 定期健康診断結果書類 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 定期健康診断結果書類 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 定期健康診断結果書類 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 定期健康診断結果書類 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３０年度人間ドック関係書類 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 平成３１年度人間ドック関係書類 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 令和２年度人間ドック関係書類 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 令和３年度人間ドック関係書類 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 健康管理 健康診断票 東北検査部　管理課 2003年4月1日 退職してから５年 未定 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 被扶養者申告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 貸付申込書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 短期給付関係請求書・領収書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 平成３１年度厚生費（健康促進事業費）事業 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度厚生費（健康促進事業費）事業 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度厚生費（健康促進事業費）事業 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 災害補償 平成３０年労災関係 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 災害補償 平成３１年労災関係 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 災害補償 令和２年労災関係 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 災害補償 令和３年労災関係 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 自動車管理 令和３年ＥＴＣカード使用簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 東北検査部　管理課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任免 非常勤職員の採用 東北検査部　管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄



２0１８年度 管理課 任免 非常勤職員の採用 東北検査部　管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 非常勤職員の採用 東北検査部　管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 非常勤職員の採用 東北検査部　管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 非常勤職員の採用 東北検査部　管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 組合その他団体 平成３１年度労働組合関係 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 組合その他団体 令和２年度労働組合関係 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 組合その他団体 令和３年度労働組合関係 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 組合・その他の団体 労働組合協約関係 東北検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 組合・その他の団体 労働組合協約関係 東北検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 組合・その他の団体 労働組合協約関係 東北検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 平成３１年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度契約関係（納品書、確認調書  含） 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度振替伝票 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度振替伝票 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度振替伝票 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度振替伝票 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 平成３１年度振替伝票 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度振替伝票 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度振替伝票 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 平成３１年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度公共料金関係 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 出納 平成２７年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 出納 平成２８年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 出納 平成２９年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 出納 平成３０年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 出納 平成３１年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 出納 令和２年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 出納 令和３年度立替金請求書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 平成２７年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 平成２８年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 平成２９年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 平成３０年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 平成３１年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 令和２年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 令和３年度少額備品申請・報告書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 平成２７年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 平成２８年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 平成２９年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 平成３０年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 平成３１年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 令和２年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 令和３年度資産賃貸借契約書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 国有財産台帳 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 財産の管理 資産・少額備品一覧表 東北検査部　管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　管理課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナウィルス感染拡大防止のための在宅勤務の取り組み等について） 東北検査部　管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管
２0２１年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナウィルス感染拡大防止のための在宅勤務の取り組み等について） 東北検査部　管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管
２０２０年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナ感染時の対応方針について） 東北検査部　管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管



２0２１年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナ感染時の対応方針について） 東北検査部　管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管
２０２０年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底について） 東北検査部　管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管
２0２１年度 共通 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書（新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底について） 東北検査部　管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 移管
２00２年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る書類 審査規程綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務通達綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務連絡綴 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務連絡綴 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務連絡綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務連絡綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車審査業務に係る業務連絡書類 自動車審査業務連絡綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 改造・並行輸入・連結検討受付、交付に係る書類 改造・並行輸入、交付台帳 東北検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入自動車に係る書類 並行輸入自動車届出書 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入自動車に係る書類 並行輸入自動車届出書 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入自動車に係る書類 並行輸入自動車届出書 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入自動車に係る書類 並行輸入自動車届出書 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入自動車に係る書類 並行輸入自動車届出書 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 改造自動車に係る書類 改造自動車届出書 東北検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 街頭検査（審査）に係る書類 街頭検査（審査）に係る書類綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 街頭検査（審査）に係る書類 街頭検査（審査）に係る書類綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 街頭検査（審査）に係る書類 街頭検査（審査）に係る書類綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 苦情、相談の処理 苦情、相談処理簿 東北検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 苦情、相談の処理 苦情、相談処理簿 東北検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 苦情、相談の処理 苦情、相談処理簿 東北検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 会議、研修に係る資料（検査官研修含まず） 会議、研修及び講習に係る資料綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 会議、研修に係る資料（検査官研修含まず） 会議、研修及び講習に係る資料綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 会議、研修に係る資料（検査官研修含まず） 会議、研修及び講習に係る資料綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修に係る資料綴 東北検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修に係る資料綴 東北検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修に係る資料綴 東北検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性検査業務量（本場・出張） 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性検査業務量（本場・出張） 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性検査業務量（本場・出張） 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性検査業務量（本場・出張） 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性検査業務量（本場・出張） 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査（審査）実施結果 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄



２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査（審査）実施結果 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査（審査）実施結果 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査（審査）実施結果 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査（審査）実施結果 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求表 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求表 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求表 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求表 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求表 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器整備記録表 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器整備記録表 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器整備記録表 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器整備記録表 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器整備記録表 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合情報 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合情報 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合情報 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合情報 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合情報 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中の事故事例 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中の事故事例 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中の事故事例 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中の事故事例 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中の事故事例 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中のトラブル事例 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中のトラブル事例 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中のトラブル事例 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中のトラブル事例 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査業務中のトラブル事例 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器管理台帳 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器管理台帳 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器管理台帳 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器管理台帳 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器管理台帳 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 部内教育に係る資料 部内教育記録表 東北検査部　検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査機器の保守に関すること 校正結果一覧表 東北検査部　検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 東北検査部長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 健康管理 平成２９年度健康診断 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 健康管理 平成３０年度健康診断 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 健康管理 平成３１年度健康診断 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 健康管理 令和２年度健康診断 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 健康管理 令和３年度健康診断 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 健康管理 平成３１年度健康促進事業実施計画・報告書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 健康管理 令和２年度健康促進事業実施計画・報告書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 健康管理 令和３年度健康促進事業実施計画・報告書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 公印 平成３１年度印章管理簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 公印 令和２年度印章管理簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 公印 令和３年度印章管理簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄



２０２０年度 青森事務所 公印 令和２年度押印記録簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 公印 令和３年度押印記録簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00３年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00４年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00５年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00９年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１１年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 公文書類 規程 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 公文書類 規定 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 公文書類 審査業務通達 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00３年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00４年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00５年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00９年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 公文書類 通達 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 施設 ボックス風除室新設工事関係 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 施設 検査場下水道切替工事関係 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 検査場油面発信器他修理 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 検査場ピット改修工事完成書類 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 検査場ピット改修工事完成書類 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 検査場ピット改修工事　工事写真 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 平成１９年度青森検査場ピット改修工事 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 ピット改修工事　管理書類関係 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 青森事務所検査場重量シャッター更新工事　竣工書類綴 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 検査場控室トイレ改修工事関係 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 機器移設工事関係 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 施設 重量計更新工事関係 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 施設 ピット床面防滑等改修工事　竣工書類 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 施設 マルチ機器ピット及び床面等改修工事　竣工書類 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２４年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２５年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２６年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２７年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２８年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度審査機器整備記録表 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２４年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２５年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２６年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２７年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２８年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度審査機器定期点検記録表 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄



２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 改造自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 改造自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 改造自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 改造自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 改造自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 街頭検査実施結果 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 街頭検査実施結果 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 街頭検査実施結果 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合原因調査実績 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合原因調査実績 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合原因調査実績 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合原因調査実績 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合原因調査実績 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合情報 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合情報 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合情報 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合情報 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 車両不具合情報 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査コースの稼働状況 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査コースの稼働状況 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査コースの稼働状況 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査コースの稼働状況 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査コースの稼働状況 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査機器管理台帳 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査機器管理台帳 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査機器管理台帳 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査機器管理台帳 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査機器管理台帳 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中のトラブル事例 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中のトラブル事例 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中のトラブル事例 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中のトラブル事例 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中のトラブル事例 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中の事故事例 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中の事故事例 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中の事故事例 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中の事故事例 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査業務中の事故事例 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査施設等現況 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査施設等現況 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査施設等現況 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査施設等現況 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 審査施設等現況 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 相談事案件数 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 相談事案件数 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 相談事案件数 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 相談事案件数 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
2021年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 相談事案件数 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 並行輸入自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 並行輸入自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 並行輸入自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 並行輸入自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 並行輸入自動車届出実績 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 自動車の審査に係る調査・統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 平成１４年度起案簿 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00３年度 青森事務所 庶務 平成１５年度起案簿 東北検査部青森事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00４年度 青森事務所 庶務 平成１６年度起案簿 東北検査部青森事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00５年度 青森事務所 庶務 平成１７年度起案簿 東北検査部青森事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 庶務 平成１８年度起案簿 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 庶務 平成１９年度起案簿 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 庶務 平成２０年度起案簿 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00９年度 青森事務所 庶務 平成２１年度起案簿 東北検査部青森事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 庶務 平成２２年度起案簿 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１１年度 青森事務所 庶務 平成２３年度起案簿 東北検査部青森事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 庶務 平成２４年度起案簿 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 庶務 平成２５年度起案簿 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 庶務 平成２６年度起案簿 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 庶務 平成２７年度起案簿 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 庶務 平成２８年度起案簿 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度起案簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度起案簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度起案簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年休暇簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年休暇簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年休暇簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄



２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年休暇簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年休暇簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年勤務時間報告書 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年勤務時間報告書 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年勤務時間報告書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年勤務時間報告書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年勤務時間報告書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年欠勤簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年欠勤簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年欠勤簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年欠勤簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年欠勤簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 国道７号線拡幅に伴う工作物移設関係綴り 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 自動車検査法人への物品引継ぎ書 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 自動車検査法人への物品引継ぎ書 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年出勤状況報告書 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年出勤状況報告書 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年出勤状況報告書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年出勤状況報告書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年出勤状況報告書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年出勤簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年出勤簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年出勤簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年出勤簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年出勤簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度職場安全衛生実施計画 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度職場安全衛生実施計画 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度職場安全衛生実施計画 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度職場安全衛生実施計画 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和２年度職場安全衛生実施計画 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度総合健診勤務免除申請 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度総合健診勤務免除申請 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度総合健診勤務免除申請 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度総合健診勤務免除申請 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
2021年度 青森事務所 庶務 令和３年度総合健診勤務免除申請 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年代休日等指定簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年代休日等指定簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年代休日等指定簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年代休日等指定簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年代休日等指定簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年超過勤務命令簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年超過勤務命令簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年超過勤務命令簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年超過勤務命令簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年超過勤務命令簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00３年度 青森事務所 庶務 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00４年度 青森事務所 庶務 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00５年度 青森事務所 庶務 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00６年度 青森事務所 庶務 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00７年度 青森事務所 庶務 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 庶務 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00９年度 青森事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１１年度 青森事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2012年4月1日 常用 2042年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 常用 2043年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 常用 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 常用 2045年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 常用 2046年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 常用 2047年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 常用 2048年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 常用 2049年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 常用 2050年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 常用 2051年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 常用 2052年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄



２00２年度 青森事務所 庶務 法人文書分類基準表 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00２年度 青森事務所 庶務 法人文書分類基準表 東北検査部青森事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度旅費請求書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 その他庶務 平成２９年度検査官被服要求表 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 その他庶務 平成３０年度検査官被服要求表 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 その他庶務 平成３１年度検査官被服要求表 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 その他庶務 令和２年度検査官被服要求表 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 その他庶務 令和３年度検査官被服要求表 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 物品の管理 平成２７年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 物品の管理 平成２８年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 物品の管理 平成２９年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 物品の管理 平成３０年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 物品の管理 平成３１年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 物品の管理 令和２年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 物品の管理 令和３年度検査確認調書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 物品の管理 固定資産関係 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 物品の管理 平成２７年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 物品の管理 平成２８年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 物品の管理 平成２９年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 物品の管理 平成３０年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 物品の管理 平成３１年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 物品の管理 令和２年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 物品の管理 令和３年度物品等納品・受領書簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成３１年度並行輸入自動車届出書 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 平成３１年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 並行輸入自動車等届出書 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 施設 二輪車検査コース新設及び見学者コース新設工事 竣工書類㈱盛興業社 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 施設 二輪検査コース新設・見学者コース新設関係 担当者手持資料 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 施設 平成２０年度施設関係 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00９年度 青森事務所 施設 平成２１年度施設関係 東北検査部青森事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２00８年度 青森事務所 施設 検査場天井電源コンセント漏電調査修理関係 東北検査部青森事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１0年度 青森事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１１年度 青森事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１２年度 青森事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１３年度 青森事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１４年度 青森事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１５年度 青森事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１６年度 青森事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１７年度 青森事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１８年度 青森事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 青森事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２０２０年度 青森事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0２１年度 青森事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部青森事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 青森事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 八戸事務所長 廃棄
２00２年度 八戸事務所 庶務 法人文書分類基準表 東北検査部　八戸事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00２年度 八戸事務所 庶務 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00３年度 八戸事務所 庶務 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00４年度 八戸事務所 庶務 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00５年度 八戸事務所 庶務 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00６年度 八戸事務所 庶務 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00７年度 八戸事務所 庶務 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00８年度 八戸事務所 庶務 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00９年度 八戸事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１0年度 八戸事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１１年度 八戸事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2012年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１２年度 八戸事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１３年度 八戸事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１４年度 八戸事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１５年度 八戸事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１６年度 八戸事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －



２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 常  用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 常  用 － 電子 サーバ 八戸事務所長 －
２0１0年度 八戸事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１１年度 八戸事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00２年度 八戸事務所 庶務 平成１４年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00３年度 八戸事務所 庶務 平成１５年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00４年度 八戸事務所 庶務 平成１６年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00５年度 八戸事務所 庶務 平成１７年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00６年度 八戸事務所 庶務 平成１８年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00７年度 八戸事務所 庶務 平成１９年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00８年度 八戸事務所 庶務 平成２０年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２00９年度 八戸事務所 庶務 平成２１年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１0年度 八戸事務所 庶務 平成２２年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１１年度 八戸事務所 庶務 平成２３年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 庶務 平成２４年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 庶務 平成２５年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 庶務 平成２６年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 庶務 平成２７年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 庶務 平成２８年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度起案簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ４番窓口 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ４番窓口 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ４番窓口 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度出張計画書・復命書 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度出張計画書・復命書 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度出張計画書・復命書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度出張計画書・復命書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和２年度出張計画書・復命書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度出勤簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度出勤簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度出勤簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度出勤簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度出勤簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度休暇簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度休暇簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度休暇簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度休暇簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度休暇簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度出勤状況報告書 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度出勤状況報告書 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度出勤状況報告書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度出勤状況報告書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度出勤状況報告書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度欠勤簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度欠勤簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度欠勤簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度欠勤簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度欠勤簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度代休指定簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度代休指定簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度代休指定簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度代休指定簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度代休指定簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度勤務時間報告書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄



２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 公印 令和２年度押印記録簿 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 公印 令和３年度押印記録簿 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 公印 平成２４年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 公印 平成２５年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 公印 平成２６年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 公印 平成２７年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 公印 平成２８年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 公印 平成２９年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 公印 平成３０年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 公印 平成３１年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 公印 令和２年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 公印 令和３年度検査官印台帳 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00２年度 八戸事務所 公文書類 平成１４年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00３年度 八戸事務所 公文書類 平成１５年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00４年度 八戸事務所 公文書類 平成１６年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00５年度 八戸事務所 公文書類 平成１７年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00６年度 八戸事務所 公文書類 平成１８年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00７年度 八戸事務所 公文書類 平成１９年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00８年度 八戸事務所 公文書類 平成２０年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00９年度 八戸事務所 公文書類 平成２１年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１0年度 八戸事務所 公文書類 平成２２年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１１年度 八戸事務所 公文書類 平成２３年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 公文書類 平成２４年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 公文書類 平成２５年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 公文書類 平成２６年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 公文書類 平成２７年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 公文書類 平成２８年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 公文書類 平成２９年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 公文書類 平成３０年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 公文書類 平成３１年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 公文書類 令和２年度規定（審査事務規定等） 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 公文書類 令和３年度規定（審査事務規定等） 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00２年度 八戸事務所 公文書類 平成１４年度通達 東北検査部　八戸事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00３年度 八戸事務所 公文書類 平成１５年度通達 東北検査部　八戸事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00４年度 八戸事務所 公文書類 平成１６年度通達 東北検査部　八戸事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00５年度 八戸事務所 公文書類 平成１７年度通達 東北検査部　八戸事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00６年度 八戸事務所 公文書類 平成１８年度通達 東北検査部　八戸事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00７年度 八戸事務所 公文書類 平成１９年度通達 東北検査部　八戸事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00８年度 八戸事務所 公文書類 平成２０年度通達 東北検査部　八戸事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２00９年度 八戸事務所 公文書類 平成２１年度通達 東北検査部　八戸事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１0年度 八戸事務所 公文書類 平成２２年度通達 東北検査部　八戸事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１１年度 八戸事務所 公文書類 平成２３年度通達 東北検査部　八戸事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 公文書類 平成２４年度通達 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 公文書類 平成２５年度通達 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 公文書類 平成２６年度通達 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 公文書類 平成２７年度通達 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 公文書類 平成２８年度通達 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 公文書類 平成２９年度通達 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 公文書類 平成３０年度通達 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 公文書類 平成３１年度通達 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 公文書類 令和２年度通達 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 公文書類 令和３年度通達 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 公文書類 平成３１年度事務連絡 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 公文書類 令和２年度事務連絡 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 公文書類 令和３年度事務連絡 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 組合・その他団体 平成３１年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 組合・その他団体 令和２年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 組合・その他団体 令和３年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 物品購入 平成２７年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 物品購入 平成２８年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 物品購入 平成２９年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 物品購入 平成３０年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 物品購入 平成３１年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 物品購入 令和２年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 物品購入 令和３年度納品書綴 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄



２0１８年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 行政相談 平成２９年度相談事案件数 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 行政相談 平成３０年度相談事案件数 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 行政相談 平成３１年度相談事案件数 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 行政相談 令和２年度相談事案件数 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 行政相談 令和３年度相談事案件数 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 行政相談 平成３１年陳情・要請・要望書・投書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 行政相談 令和２年度陳情・要請・要望書・投書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 行政相談 令和３年度陳情・要請・要望書・投書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 予算要求 平成２９年度検査官被服要求書 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 予算要求 平成３０年度検査官被服要求書 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 予算要求 平成３１年度検査官被服要求書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 予算要求 令和２年度検査官被服要求書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 予算要求 令和３年度検査官被服要求書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 会議 平成３１年度事務所長会議 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 会議 令和２年度事務所長会議 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 会議 令和３年度事務所長会議 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 改造自動車 平成３０年度改造自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 改造自動車 令和２年度改造自動車実績 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 改造自動車 令和３年度改造自動車実績 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 改造自動車 平成３１年度改造届出書及び添付資料 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 改造自動車 令和２年度改造届出書及び添付資料 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 改造自動車 令和３年度改造届出書及び添付資料 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成３１年度並行輸入自動車届出実績 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車実績 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車実績 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 並行輸入自動車 平成３１年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度検査機器管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度検査機器管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度検査機器管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度検査機器管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度検査機器管理台帳 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１２年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２４年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１３年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２５年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１４年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２６年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１５年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２７年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１６年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２８年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度検査機器定期点検記録表 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度検査機器整備記録表 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度検査機器整備記録表 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度検査機器整備記録表 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度検査機器整備記録表 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度検査機器整備記録表 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度校正結果一覧表 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度校正結果一覧表 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度校正結果一覧表 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度校正結果一覧表 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度校正結果一覧表 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度検査施設等現況 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度検査施設等現況 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度検査施設等現況 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度検査施設等現況 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度検査施設等現況 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 車両不具合 平成２９年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 車両不具合 平成３０年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 車両不具合 平成３１年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 車両不具合 令和２年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 車両不具合 令和３年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 車両不具合 平成２９年度車両不具合情報 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 車両不具合 平成３０年度車両不具合情報 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 車両不具合 平成３１年度車両不具合情報 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 車両不具合 令和２年度車両不具合情報 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 車両不具合 令和３年度車両不具合情報 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 審査業務中の事故 平成２９年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 審査業務中の事故 平成３０年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 審査業務中の事故 平成３１年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄



２０２０年度 八戸事務所 審査業務中の事故 令和２年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 審査業務中の事故 令和３年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 審査業務中のトラブル 平成２９年度審査業務中の事故事例 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 審査業務中のトラブル 平成３０年度審査業務中の事故事例 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 審査業務中のトラブル 平成３１年度審査業務中の事故事例 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 審査業務中のトラブル 令和２年度審査業務中の事故事例 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 審査業務中のトラブル 令和３年度審査業務中の事故事例 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 審査業務量 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 審査業務量 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 審査業務量 平成３１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 審査業務量 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 審査業務量 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１７年度 八戸事務所 審査業務量 平成２９年度審査コースの稼働状況 東北検査部　八戸事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１８年度 八戸事務所 審査業務量 平成３０年度審査コースの稼働状況 東北検査部　八戸事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 審査業務量 平成３１年度審査コースの稼働状況 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 審査業務量 令和２年度審査コース稼働状況 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 審査業務量 令和３年度審査コース稼働状況 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 八戸事務所 街頭検査 平成３１年度街頭検査実施結果 東北検査部　八戸事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２０２０年度 八戸事務所 街頭検査 令和２年度街頭検査実施結果 東北検査部　八戸事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0２１年度 八戸事務所 街頭検査 令和３年度街頭検査実施結果 東北検査部　八戸事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 八戸事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　岩手事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度 法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度 法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 岩手事務所長 －
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 常　用 － 電子 サーバ 岩手事務所長 －
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 受付記録簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２00６年度 岩手事務所 庶務 平成１８年度廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２00６年度 岩手事務所 庶務 平成１８年度廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２00７年度 岩手事務所 庶務 平成１９年度廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２00７年度 岩手事務所 庶務 平成１９年度廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２00８年度 岩手事務所 庶務 平成２0年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２00８年度 岩手事務所 庶務 平成２0年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２00９年度 岩手事務所 庶務 平成２１年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２00９年度 岩手事務所 庶務 平成２１年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄



２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 廃棄文書目録 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 総合健診勤務免除申請 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３０年度 総合健診勤務免除申請 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 総合健診勤務免除申請 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 総合健診勤務免除申請 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 総合健診勤務免除申請 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 旅行命令簿・依頼簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 旅行命令簿・依頼簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 旅行命令簿・依頼簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 旅行命令簿・依頼簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 旅行命令簿・依頼簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 書留簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 書留簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 書留簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 書留簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 書留簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 切手受払簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 切手受払簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 切手受払簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 調査・報告 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 調査・報告 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 調査・報告 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度 自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３0年度 自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度 健康促進事業実施計画書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度 健康促進事業実施計画書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度 健康促進事業実施計画書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 自動車の管理 平成３１年度 ETCカード使用簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 自動車の管理 令和２年度 ETCカード使用簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 自動車の管理 令和３年度 ETCカード使用簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 公印 平成３１年度 押印記録簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 公印 令和２年度 押印記録簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 公印 令和３年度 押印記録簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 会議・研修 平成３１年度 事務所長会議 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 会議・研修 令和２年度 事務所長会議 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 会議・研修 令和３年度 事務所長会議 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 苦情、相談 平成３１年度 陳情・請願・要望書・投書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 苦情、相談 令和２年度 陳情・請願・要望書・投書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 苦情、相談 令和３年度 陳情・請願・要望書・投書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 苦情、相談 平成３１年度 苦情、相談処理簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 苦情、相談 令和２年度 苦情、相談処理簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 苦情、相談 令和３年度 苦情、相談処理簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 組合・その他の団体 平成３１年度 時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 組合・その他の団体 令和２年度 時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 組合・その他の団体 令和３年度 時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 公文書類 平成２４年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 公文書類 平成２５年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 公文書類 平成２６年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 公文書類 平成２７年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 公文書類 平成２８年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 公文書類 平成２９年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 公文書類 平成３0年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 公文書類 平成３１年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 公文書類 令和２年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 公文書類 令和３年度 自動車審査業務通達 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 公文書類 平成２４年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 公文書類 平成２５年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 公文書類 平成２６年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 公文書類 平成２７年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 公文書類 平成２８年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 公文書類 平成２９年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 公文書類 平成３0年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 公文書類 平成３１年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 公文書類 令和２年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 公文書類 令和３年度 庶務関係通達 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 事務連絡 平成２４年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 事務連絡 平成２５年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 事務連絡 平成２６年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 事務連絡 平成２７年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 事務連絡 平成２８年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 事務連絡 平成２９年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 事務連絡 平成３0年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 事務連絡 平成３１年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 事務連絡 令和２年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 事務連絡 令和３年度 自動車審査業務通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 事務連絡 平成２４年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 事務連絡 平成２５年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 事務連絡 平成２６年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 事務連絡 平成２７年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 事務連絡 平成２８年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 事務連絡 平成２９年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄



２0１８年度 岩手事務所 事務連絡 平成３0年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 事務連絡 平成３１年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 事務連絡 令和２年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 事務連絡 令和３年度 庶務関係通達に関する事務連絡 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２７年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２８年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２９年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３0年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３１年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 物品等の管理 令和２年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 物品等の管理 令和３年度 固定資産関係 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２７年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２８年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２９年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３0年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３１年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 物品等の管理 令和２年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 物品等の管理 令和３年度 検査確認調書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３１年度 検査確認職員任命書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 物品等の管理 令和２年度 検査確認職員任命書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 物品等の管理 令和３年度 検査確認職員任命書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２７年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２８年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 物品等の管理 平成２９年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３0年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 物品等の管理 平成３１年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 物品等の管理 令和２年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 物品等の管理 令和３年度 納品書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 改造自動車 平成２４年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 改造自動車 平成２４年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 改造自動車 平成２５年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 改造自動車 平成２５年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 改造自動車 平成２６年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 改造自動車 平成２６年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 改造自動車 平成２７年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 改造自動車 平成２７年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 改造自動車 平成２８年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 改造自動車 平成２８年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 改造自動車 平成３0年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 改造自動車 令和２年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 改造自動車 令和３年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 改造自動車 平成３0年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 改造自動車 平成３２年度改造自動車等届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 改造自動車 平成３0年度 改造自動車等届出書 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 改造自動車 平成３１年度 改造自動車等届出書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 改造自動車 令和２年度 改造自動車等届出書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 改造自動車 令和３年度 改造自動車等届出書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２４年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２５年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２６年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２７年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２８年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成３0年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成３１年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車届出書受付等台帳 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成２９年度 並行輸入自動車届出書 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成３0年度 並行輸入自動車届出書 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 並行輸入自動車 平成３１年度 並行輸入自動車届出書 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 並行輸入自動車 令和２年度 並行輸入自動車届出書 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 並行輸入自動車 令和３年度 並行輸入自動車届出書 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 審査コースの稼働状況 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 審査コースの稼働状況 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 審査コースの稼働状況 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 審査コースの稼働状況 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 審査コースの稼働状況 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 街頭検査実施結果 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 街頭検査実施結果 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 街頭検査実施結果 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 並行輸入自動車届出実績 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄



２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 並行輸入自動車届出実績 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 並行輸入自動車届出実績 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 並行輸入自動車届出実績 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 並行輸入自動車届出実績 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 改造自動車等届出実績 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 改造自動車等届出実績 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 改造自動車等届出実績 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 改造自動車等届出実績 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 改造自動車等届出実績 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 相談事案件数 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 相談事案件数 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 相談事案件数 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 相談事案件数 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 相談事案件数 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 検査官被服要求表 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 検査官被服要求表 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 検査官被服要求表 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 検査官被服要求表 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 検査官被服要求表 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 調査・統計 平成２４年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 調査・統計 平成２５年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 調査・統計 平成２６年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 調査・統計 平成２７年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 調査・統計 平成２８年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 検査機器定期点検記録表 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 調査・統計 平成２４年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 調査・統計 平成２５年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 調査・統計 平成２６年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 調査・統計 平成２７年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 調査・統計 平成２８年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 検査機器整備記録表 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 車両不具合原因調査実績 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 車両不具合原因調査実績 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 車両不具合原因調査実績 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 車両不具合原因調査実績 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 車両不具合原因調査実績 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 車両不具合情報 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 車両不具合情報 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 車両不具合情報 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 車両不具合情報 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 車両不具合情報 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 審査業務中の事故事例 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 審査業務中の事故事例 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 審査業務中の事故事例 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 審査業務中の事故事例 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 審査業務中の事故事例 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 審査業務中のトラブル事例 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 審査業務中のトラブル事例 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 審査業務中のトラブル事例 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 審査業務中のトラブル事例 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 審査業務中のトラブル事例 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 検査機器管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 検査機器管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 検査機器管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 検査機器管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 検査機器管理台帳 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 調査・統計 平成２９年度 審査施設等現況 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 調査・統計 平成３0年度 審査施設等現況 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 調査・統計 平成３１年度 審査施設等現況 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 調査・統計 令和２年度 審査施設等現況 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 調査・統計 令和３年度 審査施設等現況 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 街頭検査 平成３１年度 街頭検査（審査）に係る書類 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 街頭検査 令和２年度 街頭検査（審査）に係る書類 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 街頭検査 令和３年度 街頭検査（審査）に係る書類 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１0年度 岩手事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１１年度 岩手事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１２年度 岩手事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１３年度 岩手事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１４年度 岩手事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１５年度 岩手事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１６年度 岩手事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄



２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岩手事務所長 廃棄
２0１７年度 岩手事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１８年度 岩手事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 岩手事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２０２０年度 岩手事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0２１年度 岩手事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部  岩手事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 岩手事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00２年度 秋田事務所 庶務 平成１４年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00３年度 秋田事務所 庶務 平成１５年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00４年度 秋田事務所 庶務 平成１６年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00５年度 秋田事務所 庶務 平成１７年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00６年度 秋田事務所 庶務 平成１８年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00７年度 秋田事務所 庶務 平成１９年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00８年度 秋田事務所 庶務 平成２０年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00９年度 秋田事務所 庶務 平成２１年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１0年度 秋田事務所 庶務 平成２２年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１１年度 秋田事務所 庶務 平成２３年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 庶務 平成２４年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 庶務 平成２５年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 庶務 平成２６年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 庶務 平成２７年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 庶務 平成２８年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度起案簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00２年度 秋田事務所 庶務 平成１４年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00３年度 秋田事務所 庶務 平成１５年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00４年度 秋田事務所 庶務 平成１６年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00５年度 秋田事務所 庶務 平成１７年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00６年度 秋田事務所 庶務 平成１８年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00７年度 秋田事務所 庶務 平成１９年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00８年度 秋田事務所 庶務 平成２０年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２00９年度 秋田事務所 庶務 平成２１年度文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１0年度 秋田事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１１年度 秋田事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１３年度 秋田事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１４年度 秋田事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１５年度 秋田事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１６年度 秋田事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 秋田事務所長 －
２0１９年度 秋田事務所 苦情、相談の処理 平成３１年度苦情・相談処理簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 苦情、相談の処理 令和２年度苦情・相談処理簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 苦情、相談の処理 令和３年度苦情・相談処理簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１0年度 秋田事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１１年度 秋田事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度旅費管理システム案件綴 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度出勤簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度出勤簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度出勤簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄



２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度出勤簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度出勤簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年出勤状況報告書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年出勤状況報告書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年出勤状況報告書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年出勤状況報告書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年出勤状況報告書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年超過勤務命令簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年超過勤務命令簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年超過勤務命令簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年超過勤務命令簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年超過勤務命令簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年代休指定簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年代休指定簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年代休指定簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年代休指定簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年代休指定簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度勤務時間報告書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度休暇簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度休暇簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度休暇簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度休暇簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度休暇簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 庶務 令和２度書留簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 庶務 令和３度書留簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 公印 令和２年度押印記録簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 公印 令和３年度押印記録簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 公文書類 平成２４年度通達 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 公文書類 平成２５年度通達 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 公文書類 平成２６年度通達 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 公文書類 平成２７年度通達 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 公文書類 平成２８年度通達 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 公文書類 平成２９年度通達 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 公文書類 平成３０年度通達 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 公文書類 平成３１年度通達 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 公文書類 令和２年度通達 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 公文書類 令和３年度通達 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 物品購入 平成２７年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 物品購入 平成２８年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 物品購入 平成２９年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 物品購入 平成３０年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 物品購入 平成３１年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 物品購入 令和２年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 物品購入 令和３年度会計書類 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 固定資産 平成２７年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 固定資産 平成２８年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 固定資産 平成２９年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 固定資産 平成３０年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 固定資産 平成３１年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 固定資産 令和２年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 固定資産 令和３年度固定資産関係 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 事務連絡等 平成３１年度事務連絡 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 事務連絡等 令和２年度事務連絡 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 事務連絡等 令和３年度事務連絡 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 会議、研修に係る資料 平成３１年度会議等関係綴 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 会議、研修に係る資料 令和２年度会議等関係綴 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 会議、研修に係る資料 令和３年度会議等関係綴 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 平成２８年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 平成２９年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 平成３０年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 平成３１年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 令和２年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 改造自動車に係る書類 令和３年度改造自動車等届出書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 並行輸入自動車に係る書類 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 並行輸入自動車に係る書類 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄



２0１９年度 秋田事務所 並行輸入自動車に係る書類 平成３１年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 並行輸入自動車に係る書類 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 並行輸入自動車に係る書類 令和３年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成２９年度改造自動車等届出処理簿 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成３０年度改造自動車等届出処理簿 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成３１年度改造自動車等届出処理簿 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 令和２年度改造自動車等届出処理簿 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 令和３年度改造自動車等届出処理簿 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成２９年度並行輸入自動車届出処理台帳 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成３０年度並行輸入自動車届出処理台帳 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 平成３１年度並行輸入自動車届出処理台帳 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 令和２年度並行輸入自動車届出処理台帳 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 改造自動車・並行輸入車受付交付に係る書類 令和３年度並行輸入自動車届出処理台帳 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具定期点検記録表（３ヶ月・６ヶ月） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査用機械器具校正の結果について 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査用機械器具校正の結果について 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具校正の結果について 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具校正の結果について 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具校正の結果について 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム(保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム(保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム(保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム(保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム(保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム(検査コースの稼動状況） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム(検査コースの稼動状況） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム(検査コースの稼動状況） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム(検査コースの稼動状況） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム(検査コースの稼動状況） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２８年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３0年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２４年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２５年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２６年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２７年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２８年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１２年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２４年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１３年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２５年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１４年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２６年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１５年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２７年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１６年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２８年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄



２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（車両不具合情報） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（車両不具合情報） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（車両不具合情報） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（車両不具合情報） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（車両不具合情報） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（審査業務中のトラブル事例） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（審査業務中のトラブル事例） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（審査業務中のトラブル事例） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（審査業務中のトラブル事例） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（審査業務中のトラブル事例） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（検査機器管理台帳） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（検査機器管理台帳） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（検査機器管理台帳） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（検査機器管理台帳） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（検査機器管理台帳） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度業務量統計システム（検査施設等現況） 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度業務量統計システム（検査施設等現況） 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度業務量統計システム（検査施設等現況） 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度業務量統計システム（検査施設等現況） 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度業務量統計システム（検査施設等現況） 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査業務中の事故事例 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査業務中の事故事例 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査業務中の事故事例 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査業務中の事故事例 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 自動車の検査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査業務中の事故事例 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 新規検査等届出書 平成２９年度新規検査等届出書 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 新規検査等届出書 平成３０年度新規検査等届出書 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 秋田事務所 新規検査等届出書 平成３１年度新規検査等届出書 東北検査部　秋田事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２０２０年度 秋田事務所 新規検査等届出書 令和２年度新規検査等届出書 東北検査部　秋田事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0２１年度 秋田事務所 新規検査等届出書 令和３年度新規検査等届出書 東北検査部　秋田事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１７年度 秋田事務所 新規検査等届出書 平成２９年度新規検査等届出書受付等台帳 東北検査部　秋田事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１８年度 秋田事務所 新規検査等届出書 平成３０年度新規検査等届出書受付等台帳 東北検査部　秋田事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 秋田事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染症関連文書 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染症関連文書 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染症関連文書 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 物品の管理 平成２７年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 物品の管理 平成２８年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 物品の管理 平成２９年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 物品の管理 平成３０年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 物品の管理 平成３１年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 物品の管理 令和２年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 物品の管理 令和３年度検査調書（納品書を含む） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 物品の管理 平成３１年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 物品の管理 令和２年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 物品の管理 令和３年度固定資産関係 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 工事 平成３１年度　検査場工事関係 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 組合その他団体 平成３１年度労働組合関係綴 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 組合その他団体 令和２年度労働組合関係綴 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 組合その他団体 令和３年度労働組合関係綴 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 苦情・相談 平成３１年度苦情・相談・陳情等処理簿 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 苦情・相談 令和２年度苦情・相談・陳情等処理簿 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 苦情・相談 令和３年度苦情・相談・陳情等処理簿 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１２年度 山形事務所 公文書類 平成２４年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１３年度 山形事務所 公文書類 平成２５年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１４年度 山形事務所 公文書類 平成２６年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 公文書類 平成２７年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 公文書類 平成２８年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 公文書類 平成２９年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 公文書類 平成３０年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 公文書類 平成３１年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 公文書類 令和２年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 公文書類 令和３年度通達関係綴 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（保安基準適合性審査業務量、本場・出張） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（検査コースの稼働状況） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（検査コースの稼働状況） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（検査コースの稼働状況） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（検査コースの稼働状況） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（検査コースの稼働状況） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄



２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（街頭検査実施結果） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（並行輸入自動車届出実績・台帳） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（改造自動車届出実績・台帳） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（相談事案件数） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（検査官被服要求表） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（検査機器定期点検記録表） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（検査機器整備記録表） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績) 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績) 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績) 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績) 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム（車両不具合原因調査実績) 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム(車両不具合情報) 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム(車両不具合情報) 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム(車両不具合情報) 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム(車両不具合情報) 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム(車両不具合情報) 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム(審査業務中の事故事例) 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム(審査業務中の事故事例) 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム(審査業務中の事故事例) 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム(審査業務中の事故事例) 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム(審査業務中の事故事例) 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム(審査業務中のトラブル事例) 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム(審査業務中のトラブル事例) 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム(審査業務中のトラブル事例) 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム(審査業務中のトラブル事例) 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム(審査業務中のトラブル事例) 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム(検査機器管理台帳) 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３0年度業務量統計システム(検査機器管理台帳) 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム(検査機器管理台帳) 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム(検査機器管理台帳) 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム(検査機器管理台帳) 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 調査・統計 平成２９年度業務量統計システム(検査施設等現況） 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 調査・統計 平成３０年度業務量統計システム(検査施設等現況） 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 調査・統計 平成３１年度業務量統計システム(検査施設等現況） 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 調査・統計 令和２年度業務量統計システム(検査施設等現況） 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 調査・統計 令和３年度業務量統計システム(検査施設等現況） 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 会議・研修 平成３１年度事務所長会議 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 会議・研修 令和２年度事務所長会議 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 会議・研修 令和３年度事務所長会議 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 会議・研修 平成３１年度管内主席検査官会議 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 会議・研修 令和２年度管内主席検査官会議 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 会議・研修 令和３年度管内主席検査官会議 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１２年度 山形事務所 改造自動車 平成２４年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１３年度 山形事務所 改造自動車 平成２５年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１４年度 山形事務所 改造自動車 平成２６年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 改造自動車 平成２７年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 改造自動車 平成２８年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 改造自動車 平成３０年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 改造自動車 令和２年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 改造自動車 令和３年度改造自動車等審査結果通知書受領簿 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１２年度 山形事務所 改造自動車 平成２４年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１３年度 山形事務所 改造自動車 平成２５年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１４年度 山形事務所 改造自動車 平成２６年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 改造自動車 平成２７年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 改造自動車 平成２８年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 改造自動車 平成３0年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 改造自動車 令和２年度改造自動車受付台帳 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 改造自動車 令和３年度改造自動車受付台帳 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄



２0１２年度 山形事務所 改造自動車 平成２４年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１３年度 山形事務所 改造自動車 平成２５年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１４年度 山形事務所 改造自動車 平成２６年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 改造自動車 平成２７年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 改造自動車 平成２８年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 改造自動車 平成２９年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 改造自動車 平成３０年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 改造自動車 平成３１年度改造自動車等届出 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 改造自動車 令和２年度改造自動車等届出 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 改造自動車 令和３年度改造自動車等届出 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成３１年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 並行輸入自動車 平成３１年度並行輸入自動車届出書 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 令和３度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出書 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出書 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出書 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出書 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出書 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２00９年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２１年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１0年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２２年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１１年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２３年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１２年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２４年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2013年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１３年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２５年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2014年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１４年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２６年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2015年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１５年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２７年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2016年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１６年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２８年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2017年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１７年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成２９年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2018年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成３０年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 自動車用検査機器 平成３１年度施設関係 東北検査部  山形事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 自動車用検査機器 令和２年度施設関係 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 自動車用検査機器 令和３日年度施設関係 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１0年度 山形事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2011年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１１年度 山形事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１２年度 山形事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１３年度 山形事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１４年度 山形事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１５年度 山形事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１６年度 山形事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１７年度 山形事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１８年度 山形事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１９年度 山形事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２０２０年度 山形事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0２１年度 山形事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 山形事務所 －
２0１0年度 山形事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１１年度 山形事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１２年度 山形事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１３年度 山形事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１４年度 山形事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１５年度 山形事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１６年度 山形事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１７年度 山形事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１８年度 山形事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１９年度 山形事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２０２０年度 山形事務所 庶務 令和２年度法人文書４ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0２１年度 山形事務所 庶務 令和３年度法人文書４ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 山形事務所 廃棄
２0１７年度 山形事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部　山形事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１８年度 山形事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　山形事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 山形事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部　山形事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２０２０年度 山形事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部　山形事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0２１年度 山形事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部　山形事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山形事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査実施結果 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査実施結果 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 街頭検査実施結果 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２00２年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00３年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00４年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00５年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00６年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00７年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00８年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00９年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１0年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄



２0１１年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 規程 規程 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２２年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 業務中の事故事例 東北検査部　庄内事務所 2023年4月1日 5年 2028年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査官被服要求書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査機器定期点検記録表 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 判定値等確認結果記録表 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 判定値等確認結果記録表 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 判定値等確認結果記録表 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 判定値等確認結果記録表 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 判定値等確認結果記録表 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査コースの稼働状況 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査施設等現況 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査用機器修繕記録簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査用機器修繕記録簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査用機器修繕記録簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査用機器修繕記録簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 検査用機器修繕記録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 校正結果一覧表 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 固定資産 固定資産関係 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 組合・その他団体 時間外労働・休日労働に関する協定届け（就業規則） 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 組合・その他団体 時間外労働・休日労働に関する協定届け（就業規則） 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 組合・その他団体 時間外労働・休日労働に関する協定届け（就業規則） 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車検査官研修に係る資料 自動車検査官研修綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車検査機器の保守に関すること 自動車検査用機器台帳 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車審査業務に係る通達書類 自動車審査業務通達 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 事務連絡 事務連絡綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 事務連絡 事務連絡綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 事務連絡 事務連絡綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄



２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 車両不具合原因調査実績 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及統計資料 車両不具合情報 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及統計資料 車両不具合情報 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及統計資料 車両不具合情報 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及統計資料 車両不具合情報 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及統計資料 車両不具合情報 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 出勤状況報告書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 出勤状況報告書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 出勤状況報告書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 出勤状況報告書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 出勤状況報告書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00２年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00３年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00４年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00５年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00６年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１0年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査事務規定 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数報告 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数報告 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数報告 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数報告 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 相談事案件数報告 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 不当要求・トラブル等事例 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 不当要求・トラブル等事例 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 不当要求・トラブル等事例 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 不当要求・トラブル等事例 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 不当要求・トラブル等事例 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 改造自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 改造自動車 改造自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車処理簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 並行輸入自動車届出実績 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄



２0１７年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 並行輸入自動車 並行輸入自動車届出書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳（その２） 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳（その２） 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳（その２） 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00２年度 庄内事務所 庶務 平成１４年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00３年度 庄内事務所 庶務 平成１５年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00４年度 庄内事務所 庶務 平成１６年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00５年度 庄内事務所 庶務 平成１７年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00６年度 庄内事務所 庶務 平成１８年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00７年度 庄内事務所 庶務 平成１９年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00８年度 庄内事務所 庶務 平成２０年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00９年度 庄内事務所 庶務 平成２１年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１0年度 庄内事務所 庶務 平成２２年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１１年度 庄内事務所 庶務 平成２３年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 庶務 平成２４年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 庶務 平成２５年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 庶務 平成２６年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 庶務 平成２７年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 庶務 平成２８年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度起案簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 公印 平成３１年度公印押印記録簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 公印 令和２年度公印押印記録簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 公印 令和３年度公印押印記録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度勤務時間報告書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 物品購入 平成２７年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 物品購入 平成２８年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 物品購入 平成２９年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 物品購入 平成３０年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 物品購入 平成３１年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 物品購入 令和２年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 物品購入 令和３年度納品書綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度出張計画書 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度出張計画書 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度出張計画書 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度出張計画書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度出張計画書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度旅行命令・請求簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度旅行命令・請求簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度旅行命令・請求簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度旅行命令・請求簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度旅行命令・請求簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年休暇簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年休暇簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年休暇簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年休暇簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年休暇簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 庶務 平成２８年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄



２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年出勤簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度欠勤簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度欠勤簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度欠勤簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度欠勤簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度欠勤簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度検査官印・印鑑管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度検査官印・印鑑管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度検査官印・印鑑管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度検査官印・印鑑管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度検査官印・印鑑管理台帳 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の管理 令和３年度自動車運行記録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度代休日指定簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度代休日指定簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度代休日指定簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度代休日指定簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度代休日指定簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性審査業務量 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性審査業務量 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性審査業務量 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性審査業務量 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 保安基準適合性審査業務量 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00２年度 庄内事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２00２年度 庄内事務所 庶務 法人文書分類基準表 東北検査部　庄内事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 組合・その他団体 労働組合（庄内陸運分会）関係綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 組合・その他団体 労働組合（庄内陸運分会）関係綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 組合・その他団体 労働組合（庄内陸運分会）関係綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査証紙過誤納関係綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査証紙過誤納関係綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 自動車の審査に係る書類 審査証紙過誤納関係綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 労働保険関係 労働保険関係綴 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 労働保険関係 労働保険関係綴 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 労働保険関係 労働保険関係綴 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１0年度 庄内事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2011年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１１年度 庄内事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１２年度 庄内事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１３年度 庄内事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１４年度 庄内事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１５年度 庄内事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１６年度 庄内事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 庄内事務所長 －
２0１0年度 庄内事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１１年度 庄内事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１２年度 庄内事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１３年度 庄内事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１４年度 庄内事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１５年度 庄内事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１６年度 庄内事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１７年度 庄内事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１８年度 庄内事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 庄内事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２０２０年度 庄内事務所 庶務 令和２年度年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0２１年度 庄内事務所 庶務 令和３年度年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　庄内事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 庄内事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２00２年度 福島事務所 庶務 平成１４年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00３年度 福島事務所 庶務 平成１５年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00４年度 福島事務所 庶務 平成１６年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00５年度 福島事務所 庶務 平成１７年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00６年度 福島事務所 庶務 平成１８年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00７年度 福島事務所 庶務 平成１９年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00８年度 福島事務所 庶務 平成２０年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２00９年度 福島事務所 庶務 平成２１年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１0年度 福島事務所 庶務 平成２２年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１１年度 福島事務所 庶務 平成２３年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 庶務 平成２４年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 庶務 平成２５年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 庶務 平成２６年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 庶務 平成２７年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 庶務 平成２８年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄



２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１(令和元)年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度起案簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度受付記録簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ４番窓口 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ４番窓口 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 文書閲覧目録簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ４番窓口 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度旅行命令簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度出張計画書・復命書 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度出張計画書・復命書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度出張計画書・復命書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度出張計画書・復命書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度出張計画書・復命書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度出勤簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度休暇簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度出勤状況報告書 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度出勤状況報告書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度出勤状況報告書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度出勤状況報告書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度出勤状況報告書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度欠勤簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度代休指定簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度代休指定簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度代休指定簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度代休指定簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度代休指定簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄



２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度自動車検査作業手当及び整理簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度切手受払簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度書留簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度書留簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の管理 令和２年度自動車運行記録簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の管理 令和３年度自動車運行記録簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２00２年度 福島事務所 公印 平成１４年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00３年度 福島事務所 公印 平成１５年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00４年度 福島事務所 公印 平成１６年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00５年度 福島事務所 公印 平成１７年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00６年度 福島事務所 公印 平成１８年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00７年度 福島事務所 公印 平成１９年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00８年度 福島事務所 公印 平成２０年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00９年度 福島事務所 公印 平成２１年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１0年度 福島事務所 公印 平成２２年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１１年度 福島事務所 公印 平成２３年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 公印 平成２４年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 公印 平成２５年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 公印 平成２６年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 公印 平成２７年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 公印 平成２８年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 公印 平成２９年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 公印 平成３０年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 公印 平成３１（令和元）年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 公印 令和２年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 公印 令和３年度公印台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 公印 平成２４年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 公印 平成２５年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 公印 平成２６年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 公印 平成２７年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 公印 平成２８年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 公印 平成２９年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 公印 平成３０年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 公印 平成３１（令和元）年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 公印 令和２年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 公印 令和３年度検査官印台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00２年度 福島事務所 公文書類 平成１４年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00３年度 福島事務所 公文書類 平成１５年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00４年度 福島事務所 公文書類 平成１６年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00５年度 福島事務所 公文書類 平成１７年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00６年度 福島事務所 公文書類 平成１８年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00７年度 福島事務所 公文書類 平成１９年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00８年度 福島事務所 公文書類 平成２０年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00９年度 福島事務所 公文書類 平成２１年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１0年度 福島事務所 公文書類 平成２２年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１１年度 福島事務所 公文書類 平成２３年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 公文書類 平成２４年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 公文書類 平成２５年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 公文書類 平成２６年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 公文書類 平成２７年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 公文書類 平成２８年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 公文書類 平成２９年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 公文書類 平成３０年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 公文書類 平成３１（令和元）年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 公文書類 令和２年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 公文書類 令和３年度規程（審査事務規程等） 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00２年度 福島事務所 公文書類 平成１４年度通達 東北検査部　福島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00３年度 福島事務所 公文書類 平成１５年度通達 東北検査部　福島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00４年度 福島事務所 公文書類 平成１６年度通達 東北検査部　福島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00５年度 福島事務所 公文書類 平成１７年度通達 東北検査部　福島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00６年度 福島事務所 公文書類 平成１８年度通達 東北検査部　福島事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00７年度 福島事務所 公文書類 平成１９年度通達 東北検査部　福島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00８年度 福島事務所 公文書類 平成２０年度通達 東北検査部　福島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２00９年度 福島事務所 公文書類 平成２１年度通達 東北検査部　福島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１0年度 福島事務所 公文書類 平成２２年度通達 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１１年度 福島事務所 公文書類 平成２３年度通達 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 公文書類 平成２４年度通達 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 公文書類 平成２５年度通達 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 公文書類 平成２６年度通達 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 公文書類 平成２７年度通達 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 公文書類 平成２８年度通達 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 公文書類 平成２９年度通達 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 公文書類 平成３０年度通達 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 公文書類 平成３１（令和元）年度通達 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 公文書類 令和２年度通達 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 公文書類 令和３年度通達 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 事務連絡 平成３１（令和元）年度事務連絡 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 事務連絡 令和２年度事務連絡 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 事務連絡 令和３年度事務連絡 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 組合・その他団体 平成３１（令和元）年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄



２０２０年度 福島事務所 組合・その他団体 令和２年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 組合・その他団体 令和３年度時間外労働・休日労働に関する協定届 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 物品購入 平成２７年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 物品購入 平成２８年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 物品購入 平成２９年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 物品購入 平成３０年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 物品購入 平成３１（令和元）年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 物品購入 令和２年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 物品購入 令和３年度納品書綴 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 固定資産 固定資産管理関係 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 その他の庶務 令和２年度施設見学依頼 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 その他の庶務 令和３年度施設見学依頼 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 会議 平成３１（令和元）年度事務所長会議 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 会議 令和２年度事務所長会議 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 会議 令和３年度事務所長会議 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 会議 平成３１（令和元）年度主席自動車検査官会議 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 会議 令和２年度主席自動車検査官会議 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 会議 令和３年度主席自動車検査官会議 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 ロッカー 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度検査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度検査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車検査用機械器具 平成３１（令和元）年度検査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度検査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度検査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 車両不具合 平成２９年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 車両不具合 平成３０年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 車両不具合 平成３１（令和元）年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 車両不具合 令和２年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 車両不具合 令和３年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 審査業務量 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 審査業務量 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 審査業務量 平成３１（令和元）年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 審査業務量 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 審査業務量 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場・出張） 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度保安基準適合性審査業務量（本場、出張） 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度検査コースの稼働状況 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度検査コースの稼働状況 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度検査コースの稼働状況 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度検査コースの稼働状況 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度検査コースの稼働状況 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度街頭検査実施結果 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度街頭検査実施結果 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度街頭検査実施結果 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度改造自動車届出実績 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度改造自動車届出実績 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度改造自動車届出実績 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度改造自動車届出実績 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度改造自動車届出実績 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度相談事案件数 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度相談事案件数 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度相談事案件数 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度相談事案件数 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度相談事案件数 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査機器定期点検記録表 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査機器定期点検記録表 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査機器定期点検記録表 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査機器定期点検記録表 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査機器定期点検記録表 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査機器整備記録表 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査業務中の事故事例 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査業務中の事故事例 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査業務中の事故事例 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査業務中の事故事例 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査業務中の事故事例 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄



２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査機器管理台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査機器管理台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査機器管理台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査機器管理台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査機器管理台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査施設等現況 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査施設等現況 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１（令和元）年度審査施設等現況 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査施設等現況 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査施設等現況 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２４年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２５年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２６年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２７年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２８年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２９年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３０年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３１（令和元）年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和２年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和３年度改造自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３０年度改造自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３１（令和元）年度改造自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和２年度改造自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和３年度改造自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２４年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２５年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２６年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２７年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２８年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３１（令和元）年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３１（令和元）年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和３年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 新規検査等に係る書類 平成３１（令和元）年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 照会及び回答で重要な書類 平成３１（令和元）年度照会事項 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 照会及び回答で重要な書類 令和２年度照会事項 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 照会及び回答で重要な書類 令和３年度照会事項 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１0年度 福島事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１１年度 福島事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１２年度 福島事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１３年度 福島事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１４年度 福島事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１５年度 福島事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１６年度 福島事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 福島事務所長 －
２0１0年度 福島事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１１年度 福島事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１２年度 福島事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１３年度 福島事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１４年度 福島事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１５年度 福島事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１６年度 福島事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１７年度 福島事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１８年度 福島事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 福島事務所 庶務 平成３１（令和元）年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２０２０年度 福島事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0２１年度 福島事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　福島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 福島事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 通知等に関する事項 新型コロナウィルス感染証関連文書 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00２年度 いわき事務所 庶務 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00３年度 いわき事務所 庶務 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00４年度 いわき事務所 庶務 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00５年度 いわき事務所 庶務 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00６年度 いわき事務所 庶務 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00７年度 いわき事務所 庶務 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00８年度 いわき事務所 庶務 平成２０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00９年度 いわき事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１0年度 いわき事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１１年度 いわき事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2012年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１２年度 いわき事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －



２0１３年度 いわき事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１４年度 いわき事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１５年度 いわき事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１６年度 いわき事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 常　用 － 紙 事務室 いわき事務所長 －
２0１0年度 いわき事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１１年度 いわき事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１５年度 いわき事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00４年度 いわき事務所 公印 平成１６年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00５年度 いわき事務所 公印 平成１７年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00６年度 いわき事務所 公印 平成１８年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00７年度 いわき事務所 公印 平成１９年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00８年度 いわき事務所 公印 平成２０年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00９年度 いわき事務所 公印 平成２１年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１0年度 いわき事務所 公印 平成２２年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１１年度 いわき事務所 公印 平成２３年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 公印 平成２４年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 公印 平成２５年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 公印 平成２６年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１５年度 いわき事務所 公印 平成２７年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 公印 平成２８年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 公印 平成２９年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 公印 平成３０年度公印管理簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 公印 平成３１年度公印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 公印 令和２年度公印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 公印 令和３年度公印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 公印 平成３１年度検査官印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 公印 令和２年度検査官印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 公印 令和３年度検査官印記録簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 服務 平成２９年度病気休暇等報告書 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 服務 平成３０年度病気休暇等報告書 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00５年度 いわき事務所 安全保持 不当要求防止責任者届 東北検査部　いわき事務所 2006年4月1日 指名解除まで 未定 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度校正結果一覧表 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２４年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２５年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２６年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１５年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２７年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２８年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度点検整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度保安基準適合性審査業務量 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度保安基準適合性審査業務量 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査コースの稼働状況 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査コースの稼働状況 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査コースの稼働状況 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査コースの稼働状況 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査コースの稼働状況 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度街頭検査実施結果 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度街頭検査実施結果 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度街頭検査実施結果 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度改造自動車届出実績 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度改造自動車届出実績 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度改造自動車届出実績 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度改造自動車届出実績 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度改造自動車届出実績 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度相談事案件数 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度相談事案件数 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度相談事案件数 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度相談事案件数 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度相談事案件数 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度検査官被服要求 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度検査官被服要求 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度検査官被服要求 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度検査官被服要求 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度検査官被服要求 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２４年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２５年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２６年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄



２0１５年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２７年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２８年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査機器整備記録表 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度車両不具合原因調査実績 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度車両不具合情報 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度車両不具合情報 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度車両不具合情報 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度車両不具合情報 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度車両不具合情報 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査業務中の事故事例 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査業務中の事故事例 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査業務中の事故事例 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査業務中の事故事例 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査業務中の事故事例 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査業務中のトラブル事例 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査機器管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査機器管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査機器管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査機器管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査機器管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成２９年度審査施設等現況 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３０年度審査施設等現況 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 平成３１年度審査施設等現況 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和２年度審査施設等現況 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 自動車の審査に係る調査及び統計資料 令和３年度審査施設等現況 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２４年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２５年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２６年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１５年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２７年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２８年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成２９年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３０年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３１年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和２年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和３年度改造自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３０年度改造自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 平成３１年度改造自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和２年度改造自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 改造自動車等申請に関する書類 令和３年度改造自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１２年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２４年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１３年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２５年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１４年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２６年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１５年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２７年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１６年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２８年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３１年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成２９年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３０年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 平成３１年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和２年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 並行輸入自動車等申請に関する書類 令和３年度並行輸入自動車届出書 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 新規検査等に係る書類 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 新規検査等に係る書類 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 新規検査等に係る書類 平成３１年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 新規検査等に係る書類 令和２年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 新規検査等に係る書類 令和３年度新規検査等届出管理台帳 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年出勤簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年出勤簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年出勤簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年出勤簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年出勤簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年休暇簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年休暇簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年休暇簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年休暇簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年休暇簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年欠勤簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年欠勤簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年欠勤簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年欠勤簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年欠勤簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄



２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度出張計画・復命書 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度出張計画・復命書 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度出張計画・復命書 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度出張計画・復命書 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度出張計画・復命書 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度代休指定簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度代休指定簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度代休指定簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度代休指定簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度代休指定簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度総合健診勤務免除申請書 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１７年度 いわき事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 東北検査部　いわき事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１８年度 いわき事務所 庶務 平成３０年度書留簿 東北検査部　いわき事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0１９年度 いわき事務所 庶務 平成３１年度書留簿 東北検査部　いわき事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２０２０年度 いわき事務所 庶務 令和２年度書留簿 東北検査部　いわき事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２0２１年度 いわき事務所 庶務 令和３年度書留簿 東北検査部　いわき事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 いわき事務所長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人組織規定 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の組織等の英文表記に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人公印規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人理事長の職務代理順序及び理事の担当事項に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人後援等の名義使用の承認取扱規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人災害対策本部の設置に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人文書の種類及び形式に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の保有する文書等の公開に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人文書閲覧窓口設置規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人監事監査規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人自動車等使用規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人文書管理規定実施細則 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人監事監査規程実施細則 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の事務室等の管理に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 主席自動車検査官及び上席自動車検査官の任命に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人役員給与規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人役員退職手当支給規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員給与規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人就業規則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の育児休業等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の介護休暇に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の赴任期間に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の任命等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の人事記録に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の身分証明書の交付等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人非常勤職員の終業等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の身上調査に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の懲戒等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人表彰規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の表彰に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人倫理規定 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の身分証明書の交付等に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の再任用制度に関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員勤務評定実施規定 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員のレクリエーションに関する規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人安全衛生管理規定 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人災害補償規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人旅費規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人日額旅費支給規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の役職員が検査法人の用務以外の目的で海外に渡航する場合の規程 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の職務の級に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人給与の口座振込に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の勤務時間等の変更に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の勤務時間、休暇等に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人出勤簿等の整理手続き細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人旅費規程実施細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員給与規程実施細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人職員の勤勉手当の成績率の決定等に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部人事課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人会計規程 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人会計規程実施細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人契約事務実施細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人固定資産管理実施細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人の政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人出納員配置任命細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人受託研修実施細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人寄付金品受領細則 自動車検査独立行政法人総務部会計課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 共通 平成１４年度起案簿 関東検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 共通 行政文書ファイル管理簿 関東検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 共通 行政文書分類基準表 関東検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 共通 閲覧目録 関東検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部検査課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00１年度 茨城事務所 自動車の検査に関すること 平成１４年国産自動車諸元表 国土交通省審査課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書　庫 茨城事務所長 廃棄
２00１年度 茨城事務所 自動車の検査に関すること 平成１４年外国自動車諸元表 国土交通省審査課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書　庫 茨城事務所長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人理事会規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人文書管理規定 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 規程・細則 自動車検査独立行政法人専決規程 自動車検査独立行政法人総務部総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00２年度 茨城事務所 法人文書の管理に関すること 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人関東検査部茨城事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00２年度 茨城事務所 法人文書の管理に関すること 法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人関東検査部茨城事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00２年度 茨城事務所 検査法人職員の庶務に関すること 平成１４年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部茨城事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 庶務 平成１４年度法人文書分類基準表 関東検査部土浦事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 庶務 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部土浦事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 法規類 平成１４年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部土浦事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 法規類 平成１４年度土浦事務所業務取扱要領（改正） 関東検査部土浦事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領（改正） 関東検査部土浦事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 庶務 独法文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 庶務 独法文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 庶務 平成１４年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 庶務 就業規則 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 庶務 平成１４年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 法規・通達類 審査事務規程 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 法規・通達類 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 審査機器 審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査機器及び施設に係る書類 関東検査部　栃木事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１４年度起案簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１４年度行政文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１４年度行政文書分類基準表 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１４年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成１４年度自動車諸元表（国産） 国土交通省自動車交通局 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 検査場 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成１４年度自動車諸元表（輸入車） 国土交通省自動車交通局 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 検査場 佐野事務所長 廃棄
２00２年度 群馬事務所 文書管理 平成１４年度起案簿 関東検査部群馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00２年度 群馬事務所 文書管理 法人文書分類基準表 関東検査部群馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00２年度 群馬事務所 文書管理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部群馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00２年度 群馬事務所 検査機器関係 審査機器台帳 関東検査部群馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00２年度 埼玉事務所 事務の総合整理 平成１４年度　起案簿 関東検査部埼玉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00２年度 埼玉事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部埼玉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 埼玉事務所長 廃棄
２00２年度 埼玉事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 関東検査部埼玉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 埼玉事務所長 廃棄
２00２年度 埼玉事務所 閲覧 平成１４年度　閲覧目録 関東検査部埼玉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00２年度 埼玉事務所 法規類 自動車検査独立行政法人関東検査部埼玉事務所内規集 関東検査部埼玉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00２年度 熊谷事務所 文書に関すること 平成１４年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00２年度 熊谷事務所 文書に関すること 文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00２年度 熊谷事務所 文書に関すること 文書分類基準表　 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00２年度 熊谷事務所 法規類 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所内規集 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成１４年度起案簿 関東検査部所沢事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 行政文書ファイル管理簿 関東検査部所沢事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙、電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 行政文書分類基準表 関東検査部所沢事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙、電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00２年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部所沢事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00２年度 春日部事務所 文書 平成１４年起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部春日部事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00２年度 千葉事務所 庶務 法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00２年度 千葉事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00２年度 千葉事務所 庶務 平成１４年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00２年度 習志野事務所 公文書類 行政文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 パソコン 習志野事務所長 廃棄
２00２年度 習志野事務所 公文書類 行政文書分類基準表 関東検査部　習志野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 パソコン 習志野事務所長 廃棄
２00２年度 習志野事務所 公文書類 独立行政法人規程関係 関東検査部　習志野事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00２年度 野田事務所 文書起案に関すること 平成１４年度起案簿 関東検査部野田事務所　　　　 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00２年度 野田事務所 公印保管に関すること 公印台帳 関東検査部野田事務所　　　　 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00２年度 野田事務所 行政文書ファイル管理に関すること 行政文書ファイル管理簿 関東検査部野田事務所　　　　 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00２年度 野田事務所 行政文書分類基準に関すること 行政文書分類基準表 関東検査部野田事務所　　　　 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00２年度 野田事務所 規程・細則にかんすること 規程・細則 自動車検査独立行政法人　　　　 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00２年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成１４年度起案簿 関東検査部練馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00２年度 練馬事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 関東検査部練馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00２年度 練馬事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部練馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00２年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部練馬事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00２年度 足立事務所 事務の総合整理 平成１４年度起案簿 関東検査部足立事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２00２年度 足立事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部足立事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２00２年度 足立事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 関東検査部足立事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２00２年度 足立事務所 法規類 自動車検査独立行政法人　関東検査部　足立事務所　内規集 関東検査部足立事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２00２年度 足立事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１４年度自動車審査機器台帳 関東検査部足立事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 総務 平成１４年度起案簿 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 総務 平成１４年度独法文書ファイル管理簿 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄



２00２年度 八王子事務所 総務 平成１４年度独法文書分類基準表 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 八王子事務所内規 平成１４年度八王子事務所内規 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１４年度審査事務規定 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１４年度保安基準告示 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１４年度関係通達 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 審査機器 平成１４年度審査機器管理台帳 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 八王子事務所 審査機器 平成１４年度自動車審査機器及び施設に係る書類 関東検査部八王子事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00２年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成１４年度　起案簿 関東検査部多摩事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00２年度 多摩事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部多摩事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 多摩事務所長 廃棄
２00２年度 多摩事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 関東検査部多摩事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 多摩事務所長 廃棄
２00２年度 多摩事務所 閲覧 平成１４年度　閲覧目録 関東検査部多摩事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00２年度 多摩事務所 法規類 自動車検査独立行政法人関東検査部多摩事務所内規集 関東検査部多摩事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00２年度 神奈川事務所 庶務 平成１４年度起案簿 関東検査部神奈川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00２年度 神奈川事務所 庶務 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部神奈川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00２年度 神奈川事務所 庶務 平成１４年度法人文書分類基準表 関東検査部神奈川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00２年度 神奈川事務所 庶務 事務分掌規定 関東検査部神奈川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00２年度 神奈川事務所 庶務 事務分掌規定 関東検査部神奈川事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00２年度 川崎事務所 庶務 平成１４年度起案簿 関東検査部川崎事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00２年度 川崎事務所 庶務 法人文書分類基準表 関東検査部川崎事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00２年度 川崎事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 関東検査部川崎事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00２年度 川崎事務所 公印 平成１４年公印台帳 関東検査部川崎事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00２年度 川崎事務所 自動車の審査 平成１４年度規程・細則 関東検査部川崎事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00２年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成１４年度　起案簿 関東検査部湘南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00２年度 湘南事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部湘南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 湘南事務所長 廃棄
２00２年度 湘南事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 関東検査部湘南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 文書管理サーバ 湘南事務所長 廃棄
２00２年度 湘南事務所 事務の総合整理 自動車検査独立行政法人関東検査部湘南事務所業務処理要領 関東検査部湘南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00２年度 湘南事務所 閲覧 平成１４年度　閲覧目録 関東検査部湘南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 総務関係 平成１４年度法人文書管理簿 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 総務関係 平成１４年度法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 総務関係 平成１４年度就業規則届出 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 総務関係 平成１４年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 業務関係 平成１４年度検査法人業務関係事務規程 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 業務関係 平成１４年度検査法人審査事務規程 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 相模事務所 公印関係 公印台帳 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 庶務 独法文書分類基準表 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 庶務 独法文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 庶務 平成１４年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 庶務 就業規則 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 庶務 平成１４年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 法規・通達類 審査事務規程 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 法規・通達類 保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 山梨事務所 審査機器 自動車検査機器及び施設に係る書類 関東検査部　山梨事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00３年度 管理課 共通 平成１５年度起案簿 関東検査部管理課管理第２係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 共通 行政文書ファイル管理簿 関東検査部管理課管理第２係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 共通 行政文書分類基準表 関東検査部管理課管理第２係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 共通 閲覧目録 関東検査部管理課管理第２係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部検査課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00３年度 茨城事務所 検査法人職員の庶務に関すること 平成１５年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部茨城事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00３年度 土浦事務所 庶務 平成１５年度法人文書分類基準表 関東検査部土浦事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00３年度 土浦事務所 庶務 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部土浦事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00３年度 土浦事務所 法規類 平成１５年度自動車検査独立行政法人審査事務規定 自動車検査独立行政法人 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00３年度 土浦事務所 法規類 平成１５年度土浦事務所業務取扱要領（改正） 関東検査部土浦事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00３年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領（改正） 関東検査部土浦事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00３年度 栃木事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00３年度 栃木事務所 庶務 平成１５年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　栃木事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１５年度起案簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１５年度行政文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１５年度行政文書分類基準表 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成１５年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立行政法人　関東検査部佐野事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成１５年度自動車諸元表（国産） 国土交通省自動車交通局 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 検査場 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成１５年度自動車諸元表（輸入車） 国土交通省自動車交通局 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 検査場 佐野事務所長 廃棄
２00３年度 群馬事務所 文書管理 平成１５年度起案簿 関東検査部群馬事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00３年度 埼玉事務所 事務の総合整理 平成１５年度　起案簿 関東検査部埼玉事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00３年度 埼玉事務所 閲覧 平成１５年度　閲覧目録 関東検査部埼玉事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00３年度 熊谷事務所 文書に関すること 平成１５年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部熊谷事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00３年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成１５年度起案簿 関東検査部所沢事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00３年度 春日部事務所 文書 平成１５年起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部春日部事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00３年度 千葉事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00３年度 野田事務所 文書起案に関すること 平成１５年度起案簿 関東検査部野田事務所　　　　 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00３年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00３年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成１５年度起案簿 関東検査部練馬事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00３年度 練馬事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 関東検査部練馬事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00３年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部練馬事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00３年度 足立事務所 事務の総合整理 平成１５年度起案簿 関東検査部足立事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 自動車検査独立行政法人関東検査部足立事務所 足立事務所長 廃棄
２00３年度 足立事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１５年度自動車審査機器台帳 関東検査部足立事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 自動車検査独立行政法人関東検査部足立事務所 足立事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 総務 平成１５年度起案簿 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 総務 平成１５年度独法文書ファイル管理簿 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 総務 平成１５年度独法文書分類基準表 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 公務傷病災害補償 平成１５年度公務災害関係書類 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１５年度関係通達 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 審査機器 平成１５年度審査機器管理台帳 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 八王子事務所 審査機器 平成１５年度自動車審査機器及び施設に係る書類 関東検査部八王子事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00３年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成１５年度　起案簿 関東検査部多摩事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00３年度 多摩事務所 閲覧 平成１５年度　閲覧目録 関東検査部多摩事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄



２00３年度 神奈川事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部神奈川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00３年度 神奈川事務所 庶務 平成１５年度法人文章ファイル管理簿 関東検査部神奈川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00３年度 神奈川事務所 庶務 平成１５年度法人文章分類基準表 関東検査部神奈川事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00３年度 川崎事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部川崎事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00３年度 川崎事務所 自動車の審査 平成１５年度規程・細則 関東検査部川崎事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00３年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成１５年度　起案簿 関東検査部湘南事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00３年度 湘南事務所 閲覧 平成１５年度　閲覧目録 関東検査部湘南事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 総務関係 平成１５年度法人文書管理簿 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 総務関係 平成１５年度法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 総務関係 平成１５年度就業規則届出 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 総務関係 平成１５年度起案簿 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 業務関係 平成１５年度検査法人業務関係事務規程 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 相模事務所 業務関係 平成１５年度検査法人審査事務規程 自動車検査独立行政法人関東検査部相模事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00３年度 山梨事務所 庶務 平成１５年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00３年度 山梨事務所 庶務 平成１５年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　山梨事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00４年度 茨城事務所 自動車の検査に関すること 平成１５年国産自動車諸元表 国土交通省審査課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00４年度 茨城事務所 自動車の検査に関すること 平成１５年外国自動車諸元表 国土交通省審査課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00６年度 管理課 共通 閲覧目録 関東検査部管理課管理第２係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部検査課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車審査機器台帳 関東検査部検査課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00６年度 茨城事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車検査用機器台帳 関東検査部茨城事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00６年度 土浦事務所 法規類 自動車検査独立行政法人審査事務規定 自動車検査独立行政法人 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00６年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部土浦事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00６年度 土浦事務所 自動車審査機器の保守管理 平成１８年度自動車審査用機器台帳 関東検査部土浦事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00６年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00６年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00６年度 栃木事務所 審査機器 平成１８年度自動車審査用機器台帳 関東検査部　栃木事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00６年度 佐野事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車検査用機器台帳 関東検査部佐野事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00６年度 群馬事務所 検査機器関係 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部群馬事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00６年度 埼玉事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成１８年度　自動車審査機器台帳 関東検査部埼玉事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00６年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部熊谷事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00６年度 所沢事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車審査機器台帳 関東検査部所沢事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00６年度 春日部事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 関東検査部春日部事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00６年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 文書管理サーバ 千葉事務所長 廃棄
２00６年度 野田事務所 審査機器保守管理に関すること 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部野田事務所　　　　 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00６年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00６年度 練馬事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00６年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部練馬事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00６年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00６年度 足立事務所 物品の管理 平成１８年度物品管理簿 関東検査部足立事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 自動車検査独立行政法人関東検査部足立事務所 足立事務所長 廃棄
２00６年度 足立事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１８年度自動車審査機器台帳 関東検査部足立事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 自動車検査独立行政法人関東検査部足立事務所 足立事務所長 廃棄
２00６年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１８年度関係通達 関東検査部八王子事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00６年度 八王子事務所 審査機器 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部八王子事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00６年度 多摩事務所 物品の管理 平成１８年度　物品管理簿 関東検査部多摩事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00６年度 多摩事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成１８年度　自動車審査機器台帳 関東検査部多摩事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00６年度 神奈川事務所 業務量統計Webシステム 平成１８年度審査機器管理台帳 関東検査部神奈川事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 神奈川事務所長 廃棄
２00６年度 川崎事務所 自動車の審査 平成１８年度規程・細則 関東検査部川崎事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00６年度 川崎事務所 自動車用審査機器の保守管理 平成１８年度自動車検査機器台帳 関東検査部川崎事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00６年度 湘南事務所 物品の管理 平成１８年度　物品管理簿 関東検査部湘南事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00６年度 湘南事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成１８年度　自動車審査機器台帳 関東検査部湘南事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00６年度 相模事務所 総務関係 平成１８年度就業規則届出 関東検査部相模事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00６年度 相模事務所 業務関係 平成１８年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部相模事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00６年度 相模事務所 業務関係 平成１８年度検査法人審査事務規程 関東検査部相模事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00６年度 相模事務所 自動車用検査機器保守管理 平成１８年度自動車機器台帳 関東検査部相模事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00７年度 管理課 共通 閲覧目録 関東検査部　管理課管理第２係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車審査機器台帳 関東検査部　検査課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00７年度 茨城事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車検査用機器台帳 関東検査部茨城事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00７年度 土浦事務所 自動車審査機器の保守管理 平成１９年度自動車審査用機器台帳 関東検査部土浦事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00７年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00７年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00７年度 栃木事務所 審査機器 平成１９年度自動車審査用機器台帳 関東検査部　栃木事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00７年度 佐野事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車検査用機器台帳 関東検査部佐野事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00７年度 群馬事務所 文書管理 平成１９年起案簿 関東検査部群馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00７年度 群馬事務所 文書管理 平成１９年度法人文書分類基準表 関東検査部群馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00７年度 群馬事務所 文書管理 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部群馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00７年度 群馬事務所 検査機器関係 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部群馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00７年度 埼玉事務所 事務の総合整理 平成１９年度　起案簿 関東検査部埼玉事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00７年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部熊谷事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00７年度 所沢事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車審査機器台帳 関東検査部  所沢事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00７年度 春日部事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 関東検査部春日部事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 文書管理サーバ 千葉事務所長 廃棄
２00７年度 習志野事務所 公文書類 平成１９年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00７年度 野田事務所 審査機器保守管理に関すること 平成１９年度審査機器管理台帳（第１４号様式） 関東検査部野田事務所　　　　 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00７年度 練馬事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00７年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部練馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00７年度 足立事務所 物品の管理 平成１９年度物品管理簿 関東検査部足立事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00７年度 足立事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成１９年度自動車審査機器台帳 関東検査部足立事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00７年度 八王子事務所 通達・法令類 平成１９年度関係通達 関東検査部八王子事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00７年度 八王子事務所 審査機器 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部八王子事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00７年度 多摩事務所 物品の管理 平成１９年度　物品管理簿 関東検査部多摩事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00７年度 多摩事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成１９年度　自動車審査機器台帳 関東検査部多摩事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00７年度 神奈川事務所 業務量統計Webシステム 平成１９年度審査機器管理台帳 関東検査部神奈川事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00７年度 川崎事務所 自動車用審査機器の保守管理 平成１９年度自動車審査機器台帳 関東検査部　川崎事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄



２00７年度 湘南事務所 物品の管理 平成１９年度　物品管理簿 関東検査部湘南事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00７年度 湘南事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成１９年度　自動車審査機器台帳 関東検査部湘南事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00７年度 湘南事務所 物品の管理 平成２０年度　物品管理簿 関東検査部湘南事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00７年度 湘南事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成２０年度　自動車審査機器台帳 関東検査部湘南事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00７年度 相模事務所 総務関係 平成１９年度就業規則届出 関東検査部相模事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00７年度 相模事務所 業務関係 平成１９年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部相模事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00７年度 相模事務所 業務関係 平成１９年度検査法人審査事務規程 関東検査部相模事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00７年度 相模事務所 自動車用検査機器保守管理 平成１９年度自動車機器台帳 関東検査部相模事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2009年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 共通 閲覧目録 関東検査部　管理課管理第２係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成２0年度自動車審査機器台帳 関東検査部　検査課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00８年度 茨城事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成２0年度自動車検査用機器台帳 関東検査部茨城事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00８年度 土浦事務所 自動車審査機器の保守管理 平成２0年度自動車審査用機器台帳 関東検査部土浦事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00８年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00８年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00８年度 栃木事務所 審査機器 平成２0年度自動車審査用機器台帳 関東検査部　栃木事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00８年度 佐野事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成２０年度自動車検査用機器台帳 関東検査部佐野事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00８年度 群馬事務所 検査機器関係 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部群馬事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00８年度 埼玉事務所 事務の総合整理 平成２０年度　起案簿 関東検査部埼玉事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00８年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２0年度審査機器管理台帳 関東検査部熊谷事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00８年度 所沢事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２０年度自動車審査機器台帳 関東検査部　所沢事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00８年度 春日部事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 関東検査部春日部事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 文書管理サーバ 千葉事務所長 廃棄
２00８年度 習志野事務所 公文書類 平成２０年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00８年度 野田事務所 審査機器保守管理に関すること 平成２０年度審査機器管理台帳（第１４号様式） 関東検査部野田事務所　　　　 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00８年度 練馬事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00８年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部練馬事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部練馬事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00８年度 足立事務所 物品の管理 平成２０年度物品管理簿 関東検査部足立事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00８年度 足立事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 平成２０年度自動車審査機器台帳 関東検査部足立事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00８年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２０年度関係通達 関東検査部八王子事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00８年度 八王子事務所 審査機器 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部八王子事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00８年度 多摩事務所 物品の管理 平成２０年度　物品管理簿 関東検査部多摩事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00８年度 多摩事務所 自動車用審査機器の保守に関すること 平成２０年度　自動車審査機器台帳 関東検査部多摩事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00８年度 神奈川事務所 業務量統計Webシステム 平成２０年度審査機器管理台帳 関東検査部神奈川事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00８年度 川崎事務所 自動車用審査機器の保守管理 平成２０年度自動車審査機器台帳 関東検査部　川崎事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00８年度 相模事務所 総務関係 平成２０年度就業規則届出 関東検査部相模事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00８年度 相模事務所 業務関係 平成２０年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部相模事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00８年度 相模事務所 業務関係 平成２０年度検査法人審査事務規程 関東検査部相模事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00８年度 相模事務所 自動車用検査機器保守管理 平成２０年度自動車機器台帳 関東検査部相模事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 管理課 情報公開 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 情報公開 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 共通 共通 平成２１年度起案簿 関東検査部　検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２00９年度 茨城事務所 文書管理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00９年度 茨城事務所 文書管理 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00９年度 茨城事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２00９年度 土浦事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00９年度 土浦事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00９年度 土浦事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00９年度 土浦事務所 法規類 審査事務規定 自動車検査独立行政法人 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00９年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２00９年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２１年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00９年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00９年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２00９年度 群馬事務所 文書管理 平成２１年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00９年度 群馬事務所 文書管理 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00９年度 群馬事務所 文書管理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２00９年度 埼玉事務所 庶務 平成２１年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00９年度 埼玉事務所 庶務 平成２１年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00９年度 埼玉事務所 庶務 平成２１年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00９年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２00９年度 熊谷事務所 文書 平成２１年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２00９年度 熊谷事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00９年度 熊谷事務所 文書 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　熊谷事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２00９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２１年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00９年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２00９年度 春日部事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00９年度 春日部事務所 文書 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00９年度 春日部事務所 文書 平成２１年起案簿 関東検査部　春日部事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２00９年度 千葉事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00９年度 千葉事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00９年度 千葉事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00９年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２１年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２00９年度 習志野事務所 公文書類 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00９年度 習志野事務所 公文書類 平成２１年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00９年度 習志野事務所 庶務 平成２１年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２１年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 行政文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 行政文書 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２00９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２00９年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00９年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00９年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00９年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00９年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２00９年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿 関東検査部　足立事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00９年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00９年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 総務 平成２１年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 総務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 総務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２00９年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 関東検査部　多摩事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00９年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　多摩事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00９年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　多摩事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00９年度 多摩事務所 閲覧 平成２１年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２00９年度 神奈川事務所 庶務 平成２１年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00９年度 神奈川事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00９年度 神奈川事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２00９年度 川崎事務所 公文書類 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00９年度 川崎事務所 公文書類 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00９年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00９年度 川崎事務所 庶務 平成２１年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２00９年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00９年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00９年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２１年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00９年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00９年度 湘南事務所 閲覧 平成２１年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 総務関係 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 総務関係 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 総務関係 平成２１年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 総務関係 平成２１年起案簿 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 規程等 平成２１年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 規程等 平成２１年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 相模事務所 公印関係 公印台帳 関東検査部　相模事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 庶務 平成２１年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 庶務 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 庶務 平成２１年度法人文書分類基準表 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２１年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00９年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２１年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 管理課 情報公開 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 情報公開 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 宿舎 平成２２年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１0年度 管理課 宿舎 平成２２年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 宿舎 平成２２年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 共通 平成２２年度起案簿 関東検査部　検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１0年度 茨城事務所 文書管理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１0年度 茨城事務所 文書管理 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１0年度 茨城事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１0年度 土浦事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１0年度 土浦事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１0年度 土浦事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１0年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１0年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１0年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２２年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１0年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１0年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１0年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１0年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１0年度 群馬事務所 文書管理 平成２２年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１0年度 群馬事務所 文書管理 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１0年度 群馬事務所 文書管理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１0年度 埼玉事務所 庶務 平成２２年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１0年度 埼玉事務所 庶務 平成２２年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１0年度 埼玉事務所 庶務 平成２２年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１0年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１0年度 熊谷事務所 文書 平成２２年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１0年度 熊谷事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１0年度 熊谷事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　熊谷事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１0年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２２年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１0年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１0年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１0年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１0年度 春日部事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１0年度 春日部事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１0年度 春日部事務所 文書 平成２２年起案簿 関東検査部　春日部事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１0年度 千葉事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１0年度 千葉事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１0年度 千葉事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１0年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２２年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１0年度 習志野事務所 公文書類 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１0年度 習志野事務所 公文書類 平成２２年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１0年度 習志野事務所 庶務 平成２２年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２２年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 行政文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 行政文書 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１0年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１0年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１0年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１0年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１0年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１0年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１0年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１0年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１0年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２２年起案簿 関東検査部　足立事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１0年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１0年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 総務 平成２２年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 総務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 総務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１0年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 関東検査部　多摩事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１0年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　多摩事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１0年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　多摩事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１0年度 多摩事務所 閲覧 平成２２年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１0年度 神奈川事務所 庶務 平成２２年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１0年度 神奈川事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１0年度 神奈川事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１0年度 川崎事務所 公文書類 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１0年度 川崎事務所 公文書類 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１0年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１0年度 川崎事務所 庶務 平成２２年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0１0年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１0年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１0年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２２年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１0年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１0年度 湘南事務所 閲覧 平成２２年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 総務関係 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 総務関係 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 総務関係 平成２２年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 総務関係 平成２２年起案簿 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 規程等 平成２２年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 相模事務所 規程等 平成２２年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 庶務 平成２２年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 庶務 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 庶務 平成２２年度法人文書分類基準表 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２２年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１0年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２２年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 管理課 情報公開 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 情報公開 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 宿舎 平成２３年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 宿舎 平成２３年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 宿舎 平成２３年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 共通 平成２３年度起案簿 関東検査部　検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１１年度 茨城事務所 文書管理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１１年度 茨城事務所 文書管理 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１１年度 茨城事務所 庶務 平成２３年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１１年度 土浦事務所 庶務 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１１年度 土浦事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１１年度 土浦事務所 庶務 平成２３年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１１年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１１年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１１年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２３年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１１年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１１年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１１年度 群馬事務所 文書管理 平成２３年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１１年度 群馬事務所 文書管理 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１１年度 群馬事務所 文書管理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１１年度 埼玉事務所 庶務 平成２３年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１１年度 埼玉事務所 庶務 平成２３年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１１年度 埼玉事務所 庶務 平成２３年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１１年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１１年度 熊谷事務所 文書 平成２３年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１１年度 熊谷事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１１年度 熊谷事務所 文書 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　熊谷事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２３年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１１年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１１年度 春日部事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１１年度 春日部事務所 文書 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１１年度 春日部事務所 文書 平成２３年起案簿 関東検査部　春日部事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１１年度 千葉事務所 庶務 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１１年度 千葉事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１１年度 千葉事務所 庶務 平成２３年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１１年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２３年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１１年度 習志野事務所 公文書類 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１１年度 習志野事務所 公文書類 平成２３年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１１年度 習志野事務所 庶務 平成２３年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２３年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 行政文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 行政文書 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１１年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１１年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１１年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１１年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄



２0１１年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１１年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿 関東検査部　足立事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１１年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１１年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 総務 平成２３年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 総務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 総務 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１１年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 関東検査部　多摩事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１１年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　多摩事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１１年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　多摩事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１１年度 多摩事務所 閲覧 平成２３年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１１年度 神奈川事務所 庶務 平成２３年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１１年度 神奈川事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１１年度 神奈川事務所 庶務 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１１年度 川崎事務所 公文書類 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１１年度 川崎事務所 公文書類 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１１年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１１年度 川崎事務所 庶務 平成２３年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１１年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１１年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１１年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２３年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１１年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１１年度 湘南事務所 閲覧 平成２３年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 規程等 平成２３年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 総務関係 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 総務関係 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 総務関係 平成２３年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 総務関係 平成２３年起案簿 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 相模事務所 規程等 平成２３年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 庶務 平成２３年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 庶務 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 庶務 平成２３年度法人文書分類基準表 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２３年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１１年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２３年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 管理課 情報公開 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 情報公開 平成２年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 表彰 平成２４年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 宿舎 平成２４年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 宿舎 平成２４年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 宿舎 平成２４年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 法規類 平成２４年度総務人事関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 法規類 平成２４年度会計関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 共通 平成２４年度起案簿 関東検査部　検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 共通 法規類 平成２４年度自動車検査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２４年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 文書管理 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 文書管理 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２４年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人本部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２４年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２４年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２４年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄



２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２４年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度自動車審査業務通達綴 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 業務の処理に関すること 各種事務処理要領（平成２０年度改定） 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 文書管理 平成２４年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 文書管理 平成２４年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 文書管理 平成２４年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 文書管理 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 文書管理 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２４年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２４年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 庶務 平成２４年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 庶務 平成２４年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 庶務 平成２４年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 法規類 平成２４年度　自動車審査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 文書 平成２４年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 文書 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　熊谷事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２４年度自動車審査関係通達 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 熊谷事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２４年度自動車審査業務通達 関東検査部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２４年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２４年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 所沢事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 文書 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 文書 平成２４年起案簿 関東検査部　春日部事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 通達等 平成２４年度自動車審査関係通達（本部） 自動車検査独立行政法人 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 通達等 平成２４年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 通達等 平成２４年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２４年度　改造自動車届出書 関東検査部　春日部事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２４年度通達 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 審査機器 平成２４年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２４年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２４年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 公文書類 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 公文書類 平成２４年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 庶務 平成２４年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２４年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 通達等 平成２４年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２４年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 行政文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 行政文書 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１２年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄



２0１２年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１２年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２４年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 練馬事務所 自動車の改造 平成２４年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　練馬事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 練馬事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 法規類 平成２４年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 自動車の改造 平成２４年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 足立事務所 自動車の改造 平成２４年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２４年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 総務 平成２４年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 総務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 総務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１２年度 多摩事務所 法規類 平成２４年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１２年度 多摩事務所 閲覧 平成２４年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１２年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１２年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２４年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 庶務 平成２４年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 自動車の審査 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 神奈川事務所 自動車の審査 平成２４年度改造自動車等届出書 関東検査部　神奈川事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 公文書類 平成２４年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 公文書類 平成２４年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 公文書類 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 公文書類 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 庶務 平成２４年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２４年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２４年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２４年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 閲覧 平成２４年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 規程等 平成２４年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 規程等 平成２４年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 総務関係 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 総務関係 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 総務関係 平成２４年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 総務関係 平成２４年起案簿 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 規程等 平成２４年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造自動車受理台帳 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２４年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２４年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 庶務 平成２４年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 庶務 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 庶務 平成２４年度法人文書分類基準表 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２４年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２４年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２４年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１２年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２４年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 宿舎 平成２５年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 宿舎 平成２５年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 宿舎 平成２５年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 平成２５年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 表彰 平成２５年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 表彰 平成２５年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 情報公開 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 情報公開 平成２年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 法規類 平成２５年度総務人事関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 法規類 平成２５年度会計関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 法規類 平成２５年度自動車検査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 共通 平成２５年度起案簿 関東検査部　検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２５年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 文書管理 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 文書管理 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２５年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人本部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 庶務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２５年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２５年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度自動車審査業務通達綴 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 業務の処理に関すること 各種事務処理要領（平成２５年度改定） 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 文書管理 平成２５年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 文書管理 平成２５年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 文書管理 平成２５年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 文書管理 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 文書管理 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２５年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２５年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 庶務 平成２５年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 庶務 平成２５年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 庶務 平成２５年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 法規類 平成２５年度　自動車審査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１３年度 熊谷事務所 文書 平成２５年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１３年度 熊谷事務所 文書 平成２５年度法人文書ﾌｧｲﾙ管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１３年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２５年度自動車審査関係通達 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１３年度 熊谷事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１３年度 熊谷事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２５年度自動車審査業務通達 関東検査部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２５年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２５年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 所沢事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄



２0１３年度 所沢事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 文書 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 文書 平成２５年起案簿 関東検査部　春日部事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 通達等 平成２５年度自動車審査関係通達（本部） 自動車検査独立行政法人 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 通達等 平成２５年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 通達等 平成２５年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２５年度　改造自動車届出書 関東検査部　春日部事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２５年度通達 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 審査機器 平成２５年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 庶務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２５年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２５年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 公文書類 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 公文書類 平成２５年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 庶務 平成２５年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２５年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 通達等 平成２５年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２５年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 行政文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 行政文書 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１３年度 袖ヶ浦事務所 法規・通達類 平成２５年度通達 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１３年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１３年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２５年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 練馬事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 練馬事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 法規類 平成２５年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 足立事務所 自動車の改造 平成２５年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２５年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２５年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 総務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１３年度 多摩事務所 法規類 平成２５年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１３年度 多摩事務所 閲覧 平成２５年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１３年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１３年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２５年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 庶務 平成２５年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 庶務 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 自動車の審査 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 神奈川事務所 自動車の審査 平成２５年度改造自動車等届出書 関東検査部　神奈川事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 公文書類 平成２５年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 公文書類 平成２５年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 公文書類 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 公文書類 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 庶務 平成２５年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２５年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２５年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄



２0１３年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２５年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 閲覧 平成２５年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 規程等 平成２５年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 規程等 平成２５年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 総務関係 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 総務関係 平成２５年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 総務関係 平成２５年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 総務関係 平成２５年起案簿 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 規程等 平成２５年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造自動車受理台帳 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２５年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２５年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 庶務 平成２５年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 庶務 平成２５年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 庶務 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２５年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２５年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２５年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１３年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２５年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 宿舎 平成２６年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 宿舎 平成２６年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 宿舎 平成２６年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 表彰 平成２６年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 表彰 平成２６年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 情報公開 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 情報公開 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 法規類 平成２６年度総務人事関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 法規類 平成２６年度会計関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 法規類 平成２６年度自動車検査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 共通 平成２６年度起案簿 関東検査部　検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２６年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 文書管理 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 文書管理 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２６年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人本部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 庶務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２６年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２６年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄



２0１４年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度自動車審査業務通達綴 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車稟議書 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 佐野事務所 業務の処理に関すること 各種事務処理要領（平成２６年度改定） 関東検査部　佐野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 文書管理 平成２６年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 文書管理 平成２６年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 文書管理 平成２６年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 文書管理 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 文書管理 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２６年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２６年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 庶務 平成２６年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 庶務 平成２６年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 庶務 平成２６年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 法規類 平成２６年度　自動車審査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２６年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２６年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１４年度 熊谷事務所 文書 平成２６年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１４年度 熊谷事務所 文書 平成２６年度法人文書ﾌｧｲﾙ管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１４年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２６年度自動車審査関係通達 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１４年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１４年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２６年度自動車審査業務通達 関東検査部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２６年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２６年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 文書 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 文書 平成２６年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 通達等 平成２６年度自動車審査関係通達（本部） 自動車検査独立行政法人 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 通達等 平成２６年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 通達等 平成２６年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 自動車審査 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２６年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２６年度通達 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 審査機器 平成２６年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 庶務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２６年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２６年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２６年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 公文書類 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 公文書類 平成２６年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 習志野事務所 庶務 平成２６年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 通達等 平成２６年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２６年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 行政文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 行政文書 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１４年度 袖ヶ浦事務所 法規・通達類 平成２６年度通達 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１４年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１４年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車稟議書 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２６年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１４年度 足立事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１４年度 足立事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１４年度 足立事務所 法規類 平成２６年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１４年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄



２0１４年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１４年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２６年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 総務 平成２６年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 総務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 総務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１４年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１４年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１４年度 多摩事務所 法規類 平成２６年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１４年度 多摩事務所 閲覧 平成２６年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２６年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２６年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 庶務 平成２６年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 神奈川事務所 庶務 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２６年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 公文書類 平成２６年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 公文書類 平成２６年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 公文書類 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 公文書類 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 庶務 平成２６年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２６年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２６年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 湘南事務所 閲覧 平成２６年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２６年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 規程等 平成２６年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 規程等 平成２６年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 総務関係 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 総務関係 平成２６年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 総務関係 平成２６年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 総務関係 平成２６年起案簿 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 相模事務所 規程等 平成２６年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２６年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２６年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２６年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２６年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 庶務 平成２６年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 庶務 平成２６年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 庶務 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２６年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１４年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２７年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 宿舎 平成２７年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 宿舎 平成２７年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 宿舎 平成２７年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度関東運輸局共通管理経費（役務１） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度関東運輸局共通管理経費（役務２） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度関東運輸局共通管理経費（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度法人単独契約（出張車検場賃貸含む） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度水道料金（相模単独１） 関東検査部　管理課管理第５係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度水道料金（相模単独２） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度ガス料金１ 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度ガス料金２ 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度湘南（平塚市）ゴミ清掃手数料 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 表彰 平成２７年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 表彰 平成２７年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 情報公開 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 情報公開 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 文書閲覧 閲覧窓口設置規程 関東検査部　管理課管理第２係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 法規類 平成２７年度総務人事関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 法規類 平成２７年度会計関係通知・通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 法規類 平成２７年度自動車検査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 共通 平成２７年度起案簿 関東検査部　検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２７年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 文書管理 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 文書管理 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 物品の管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 物品の管理 平成２７年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２７年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人本部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 物品管理 平成２７年度物品引渡・受領通知書 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 物品管理 平成２７年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 物品管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 物品管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度自動車検査業務通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 庶務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２７年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄



２0１５年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２７年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２７年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度自動車審査業務通達綴 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車稟議書 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 佐野事務所 業務の処理に関すること 各種事務処理要領（平成２７年度改定） 関東検査部　佐野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 文書管理 平成２７年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 文書管理 平成２７年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 文書管理 平成２７年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 文書管理 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 文書管理 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 物品管理 平成２７年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 物品管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 物品管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２７年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２７年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 庶務 平成２７年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 庶務 平成２７年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 庶務 平成２７年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 庶務 平成２７年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２７年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２７年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 法規類 平成２７年度　自動車審査業務関係通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２７年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２７年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 文書 平成２７年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 文書 平成２７年度法人文書ﾌｧｲﾙ管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２７年度自動車審査関係通達 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２７年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２７年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２７年度自動車審査業務通達 関東検査部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２７年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２７年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 文書 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 文書 平成２７年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 通達等 平成２７年度自動車審査関係通達（本部） 自動車検査独立行政法人 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 通達等 平成２７年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 通達等 平成２７年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 自動車審査 平成２７年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２７年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 物品管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 物品管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 物品管理 平成２７年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２７年度通達 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 審査機器 平成２７年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 庶務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２７年度千葉事務所内規 関東検査部　千葉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２７年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 庶務 平成２７年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 庶務 平成２７年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄



２0１５年度 習志野事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２７年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 公文書類 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 公文書類 平成２７年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 習志野事務所 庶務 平成２７年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 庶務 平成２７年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 通達等 平成２７年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２７年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 行政文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 行政文書 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１５年度 袖ヶ浦事務所 法規・通達類 平成２７年度通達 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１５年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１５年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１５年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１５年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車稟議書 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 物品の管理 物品管理簿　 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 物品の管理 平成２７年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 物品の管理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２７年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２７年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 法規類 平成２７年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２７年起案簿 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 総務 平成２７年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 総務 平成２７年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２７年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 総務 平成２７年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 総務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 総務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 物品の管理 平成２７年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 法規類 平成２７年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 多摩事務所 閲覧 平成２７年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２７年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 庶務 平成２７年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２７年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 庶務 平成２７年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 神奈川事務所 庶務 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２７年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 公文書類 平成２７年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0１５年度 川崎事務所 公文書類 平成２７年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 公文書類 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 公文書類 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 庶務 平成２７年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 物品の管理 平成２７年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２７年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２７年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 湘南事務所 閲覧 平成２７年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 総務関係 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 物品管理 平成２７年度納品書 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 物品管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 規程等 平成２７年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 規程等 平成２７年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 総務関係 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 総務関係 平成２７年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 総務関係 平成２７年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 総務関係 平成２７年起案簿 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 相模事務所 規程等 平成２７年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２７年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２７年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 物品の管理 平成２７年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 物品の管理 平成２７年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２７年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２７年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 庶務 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２７年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１５年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２７年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 宿舎 平成２８年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 宿舎 平成２８年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 宿舎 平成２８年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度年間契約綴 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度法人単独契約（出張車検場賃貸含む） 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 表彰 平成２８年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 情報公開 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 情報公開 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 法規類 平成２８年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 法規類 平成２８年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 法規類 平成２８年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 共通 平成２８年度起案簿 関東検査部　検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２８年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車稟議書 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造届自動車出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 物品の管理 物品管理簿　 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 物品の管理 平成２８年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 物品の管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２８年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 事務の総合整理 内規集 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２８年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 法規類 平成２８年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２８年起案簿 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 総務 平成２８年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 総務 平成２８年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２８年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 総務 平成２８年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 総務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 総務 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 物品の管理 平成２８年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 法規類 平成２８年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 閲覧 平成２８年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 文書管理 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 文書管理 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 物品の管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 物品の管理 平成２８年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２８年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構本部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄



２0１６年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 物品管理 平成２８年度物品引渡・受領通知書 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 物品管理 平成２８年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 物品管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 物品管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 庶務 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車技術総合機構 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２８年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２８年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２８年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車稟議書 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 佐野事務所 業務の処理に関すること 各種事務処理要領（平成２８年度改定） 関東検査部　佐野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 文書管理 平成２８年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 文書管理 平成２８年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 文書管理 平成２８年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 文書管理 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 文書管理 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 物品管理 平成２８年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 物品管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 物品管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２８年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２８年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 庶務 平成２８年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 庶務 平成２８年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 庶務 平成２８年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 庶務 平成２８年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２８年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２８年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 法規類 平成２８年度　自動車審査業務関係通達 自動車技術総合機構 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２８年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２８年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 文書 平成２８年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２８年度自動車審査関係通達 自動車技術総合機構 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２0１６年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２８年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２８年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２８年度自動車審査業務通達 関東検査部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２８年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２８年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 文書 平成２８年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 通達等 平成２８年度自動車審査関係通達（本部） 自動車技術総合機構 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 通達等 平成２８年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 通達等 平成２８年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 自動車審査 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２８年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 文書 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２８年度通達 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 物品管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 物品管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 物品管理 平成２８年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２８年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 庶務 平成２８年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 庶務 平成２８年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２８年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 公文書類 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 公文書類 平成２８年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 習志野事務所 庶務 平成２８年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 庶務 平成２８年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 通達等 平成２８年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２８年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 行政文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 行政文書 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２８年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 庶務 平成２８年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２８年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 庶務 平成２８年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 庶務 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２８年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0１６年度 川崎事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公文書類 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 庶務 平成２８年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 物品の管理 平成２８年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２８年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２８年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 湘南事務所 閲覧 平成２８年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２８年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 総務関係 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 物品管理 平成２８年度納品書 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 物品管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 規程等 平成２８年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 規程等 平成２８年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 総務関係 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 総務関係 平成２８年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 総務関係 平成２８年度就業規則届出 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 総務関係 平成２８年起案簿 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 規程等 平成２８年度検査法人業務関係事務規程 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２８年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２８年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 物品の管理 平成２８年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 物品の管理 平成２８年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２８年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２８年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 庶務 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２８年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１６年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２８年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 宿舎 平成２９年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 宿舎 平成２９年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 宿舎 平成２９年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 文書 平成２９年度受付簿 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 倫理 平成２９年度贈与等報告 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 監査等 平成２９年度事務所指導調査 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 監査等 平成２９年度内部監査 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任命・人事 平成２９年度併任発令関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任命・人事 平成２９年度人事記録関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿　東京 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿　神奈川 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿　千葉 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿　埼玉・非常勤 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿　茨城・栃木・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年年末調整関係 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年勤勉手当関係 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 平成２９年度公務災害関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 平成２９年度定期健康診断結果書類 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度被扶養者申告書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度組合員異動報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度遠隔地被扶養者証交付（返納）申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度国民年金第３号被保険者資格取得届 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度共済組合員証関係 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度手当及び給付金関係 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度書留簿 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共通 平成２９年出勤簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共通 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（東京） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（足立～八王子） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（神奈川～湘南） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（埼玉～所沢） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（群馬～袖ヶ浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（茨城～土浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約綴（栃木～山梨） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度法人単独契約（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度法人単独契約（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度法人単独契約（出張車検場賃貸借） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度施設整備契約案件 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 表彰 平成２９年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 表彰 平成２９年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 情報公開 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共通 平成２９年休暇簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 法規類 平成２９年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 法規類 平成２９年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 法規類 平成２９年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 共通 平成２９年度起案簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 共通 平成２９年休暇簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 共通 平成２９年出勤簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 共通 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度自動車審査手数料過誤納報告 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度傾斜角度測定機による審査結果台帳 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年度新規検査等提出書面 関東検査部　検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 服務 平成２９年度病気休暇等報告書 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２９年度事務連絡 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 物品の管理 平成２９年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 物品の管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成２９年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年受付記録簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 法規類 平成２９年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の検査 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の検査 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 法規類 平成２９年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年起案簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の検査 平成２９年度新規検査届出書及び添付書類 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 自動車の検査 平成２９年度新規検査等事前審査管理台帳 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄



２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度旅費概算請求書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度旅費精算請求書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 健康管理 平成２９年度公務災害関係書類 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２９年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成２９年度ＮＯＸ関係排ガス試験成績表 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成２９年度連結検討書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成２９年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成２９年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 平成２９年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 総務 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年度書留簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 法規類 平成２９年度業務連絡 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 法規類 平成２９年度事務連絡 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 物品の管理 平成２９年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 法規類 平成２９年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 閲覧 平成２９年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 文書管理 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 文書管理 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄



２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度旅費概算・精算領収書 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 庶務 平成２９年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 物品の管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 物品の管理 平成２９年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２９年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構本部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 法規及び教育 平成２９年度事務連絡・業務連絡 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 自動車の改造 平成２９年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度旅費精算・概算請求書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度自動車検査官手当実績及び整理簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 物品管理 平成２９年度物品引渡・受領通知書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 物品管理 平成２９年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 物品管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 物品管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車技術総合機構 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度旅費概算請求書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度旅費精算請求書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄



２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２９年度業務連絡 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２９年度事務連絡 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 検査関係資料 平成２９年度NOx排気ガス試験成績書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 検査関係資料 平成２９年度連結検討書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 検査関係資料 平成２９年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 法規・通達類 平成２９年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿・請求書 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 共通 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度自動車検査等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成２９年度書留簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２９年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　佐野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度業務連絡 本部・関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度事務連絡 本部・関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 文書管理 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄



２0１７年度 群馬事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 勤務管理 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 勤務管理 平成２９年度自動車等検査手当及び整理簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 勤務管理 週休日の振り替え等について 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 勤務管理 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 勤務管理 平成２９年度職員旅費請求書 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 物品管理 平成２９年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 物品管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 物品管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２９年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成２９年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 平成２９年度並行輸入自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　旅費請求書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年　代休日指定簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年　総合健診勤務免除申請書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　勤務時間報告書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 庶務 平成２９年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２９年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 物品の管理 平成２９年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 法規類 平成２９年度　自動車審査業務関係通達 自動車技術総合機構 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 法規類 平成２９年度　事務連絡 自動車技術総合機構 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成２９年度　並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成２９年度　並行輸入自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成２９年度　Ｎｏｘ低減装置に係る自動車排ガス試験成績表 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２９年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成２９年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 文書 平成２９年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿･依頼簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度自動車審査関係通達 自動車技術総合機構 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度事務連絡 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度新規検査等届出書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 自動車審査 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査ｺｰｽの稼働状況 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績(四輪･二輪) 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度書留簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度Noｘ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度連結検討書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成２９年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２９年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度自動車審査業務通達 関東検査部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成２９年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２９年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 文書 平成２９年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 庶務 平成２９年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 通達等 平成２９年度自動車審査関係通達（本部） 自動車技術総合機構 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 通達等 平成２９年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 通達等 平成２９年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 通達等 平成２９年度事務連絡 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 自動車審査 平成２９年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 自動車の改造 平成２９年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 自動車審査 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排出ガス試験成績書 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄



２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 文書 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 文書 平成２９年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 文書 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２９年度通達 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 物品管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 物品管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 物品管理 平成２９年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 庶務 平成２９年度管理職特別勤務実績簿 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 法規・通達類 平成２９年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 改造自動車等 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成２９年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　千葉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 健康管理 平成２９年度健康診断結果書類 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度業務連絡 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度業務連絡（発送） 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度事務連絡 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度機器点検・校正結果 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 公文書類 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 公文書類 平成２９年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 習志野事務所 庶務 平成２９年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄



２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 通達等 平成２９年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳（四輪、二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 平成２９年度並行輸入自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 改造自動車届出 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 資料等 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績表 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 庶務 平成２９年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 通達等 平成２９年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 文書受付・起案 平成２９年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 行政文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 行政文書 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車等 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 平成２９年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 平成２９年度新規検査等提出書面受付台帳 関東検査部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度受付簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度切手受払簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 平成２９年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度旅費精算システム帳票綴り 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２９年度事務連絡綴 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２９年度NOX低減装置（Noｘ・PM）に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２９年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成２９年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄



２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成２９年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 庶務 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度自動車等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 賠償 平成２９年度賠償事故状況報告書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度NOX低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度技術基準適合証明照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 自動車の審査 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公文書類 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 庶務 平成２９年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅費請求書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度書留簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 閲覧 平成２９年度閲覧申出書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度業務連絡 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度事務連絡 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度並行輸入自動車技術基準適合証明書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄



２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 物品の管理 平成２９年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成２９年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成２９年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 湘南事務所 閲覧 平成２９年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度　旅行請求書 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度自動車検査手当実績及び整理簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 規程等 平成２９年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２９年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 自動車改造関係 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 自動車審査関係 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 自動車審査関係 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 物品管理 平成２９年度納品書 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 物品管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 規程等 平成２９年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 規程等 平成２９年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 総務関係 平成２９年起案簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年休暇簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年出勤簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度書留簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年代休日指定簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度勤務時間報告書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度業務連絡 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度事務連絡 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 検査関係資料 平成２９年度ＮＯｘ関係排出ガス試験成績表 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 検査関係資料 平成２９年度連結検討書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 検査関係資料 平成２９年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２９年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成２９年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成２９年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査コースの稼働状況 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度街頭検査実施結果 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度改造自動車届出実績 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度相談事案件数 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄



２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器整備記録表 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度車両不具合情報 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査機器管理台帳 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成２９年度審査施設等現況 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 物品の管理 平成２９年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 物品の管理 平成２９年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 庶務 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 法規・通達類 平成２９年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 新規検査等の届出 平成２９年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１７年度 山梨事務所 新規検査等の届出 平成２９年度新規検査等事前届出書 関東検査部　山梨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３０年度定期健康診断結果書類 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 宿舎 平成３０年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 宿舎 平成３０年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 宿舎 平成３０年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 文書 平成３０年度受付簿 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 倫理 平成３０年度贈与等報告 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 監査等 平成３０年度事務所指導調査 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 監査等 平成３０年度内部監査 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任命・人事 平成３０年度併任発令関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任命・人事 平成３０年度人事記録関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年基準給与簿　東京 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年基準給与簿　神奈川 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年基準給与簿　千葉 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年基準給与簿　埼玉・非常勤 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年基準給与簿　茨城・栃木・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年年末調整関係 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年勤勉手当関係 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３０年度公務災害関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度被扶養者申告書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度組合員異動報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度遠隔地被扶養者証交付（返納）申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度国民年金第３号被保険者資格取得届 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度共済組合員証関係 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度手当及び給付金関係 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度書留簿 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共通 平成３０年出勤簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共通 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（東京） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（足立～八王子） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（神奈川～湘南） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（埼玉～所沢） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（群馬～袖ヶ浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（茨城～土浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度年間契約綴（栃木～山梨） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度法人単独契約（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度法人単独契約（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度法人単独契約（出張車検場賃貸借） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度施設整備契約案件 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 表彰 平成３０年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 表彰 平成３０年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 情報公開 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共通 平成３０年休暇簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 法規類 平成３０年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 法規類 平成３０年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 法規類 平成３０年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 共通 平成３０年度起案簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 共通 平成３０年休暇簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 共通 平成３０年出勤簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 共通 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度自動車審査手数料過誤納報告 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度傾斜角度測定機による審査結果台帳 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３０年度新規検査等提出書面 関東検査部　検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 服務 平成３０年度病気休暇等報告書 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成３０年度事務連絡 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄



２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 物品の管理 平成３０年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 物品の管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 平成３０年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年受付記録簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅行命令簿、旅費請求書 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 法規類 平成３０年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の検査 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の検査 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 法規類 平成３０年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年起案簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の検査 平成３０年度新規検査届出書及び添付書類 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 自動車の検査 平成３０年度新規検査等事前審査管理台帳 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 健康管理 平成３０年度定期健康診断結果書類 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度旅費概算請求書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度旅費精算請求書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 健康管理 平成３０年度公務災害関係書類 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 平成３０年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成３０年度ＮＯＸ関係排ガス試験成績表 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成３０年度連結検討書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 検査関係参考資料 平成３０年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 改造自動車の届出 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 平成３０年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄



２0１８年度 八王子事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 平成３０年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 総務 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年休暇簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年出勤簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年超過勤務命令簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年度書留簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 法規類 平成３０年度業務連絡 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 法規類 平成３０年度事務連絡 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 事務の総合整理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 物品の管理 平成３０年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 法規類 平成３０年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 閲覧 平成３０年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 文書管理 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 文書管理 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度旅費概算・精算領収書 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 庶務 平成３０年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 物品の管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 物品の管理 平成３０年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 法規及び教育 平成３０年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構本部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 法規及び教育 平成３０年度事務連絡・業務連絡 関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 自動車の改造 平成３０年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄



２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度旅費精算・概算請求書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度自動車検査官手当実績及び整理簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 物品管理 平成３０年度物品引渡・受領通知書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 物品管理 平成３０年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 物品管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 物品管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車技術総合機構 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 相談、苦情及び要望等 平成３０年度相談事案記録 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度旅費概算請求書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度旅費精算請求書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年管理職員特別勤務実績簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 法規・通達類 平成３０年度業務連絡 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 法規・通達類 平成３０年度事務連絡 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 検査関係資料 平成３０年度NOx排気ガス試験成績書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 検査関係資料 平成３０年度連結検討書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 検査関係資料 平成３０年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 法規・通達類 平成３０年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄



２0１８年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿・請求書 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 共通 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度自動車検査等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 庶務に関すること 平成３０年度書留簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成３０年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 佐野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　佐野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度業務連絡 本部・関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度事務連絡 本部・関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 文書管理 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 勤務管理 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 勤務管理 平成３０年度自動車等検査手当及び整理簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 勤務管理 週休日の振り替え等について 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 勤務管理 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 勤務管理 平成３０年度職員旅費請求書 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 物品管理 平成３０年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 物品管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 物品管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成３０年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 改造自動車関係 平成３０年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 平成３０年度並行輸入自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄



２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　旅費請求書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年　代休日指定簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年　総合健診勤務免除申請書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　勤務時間報告書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 庶務 平成３０年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 物品の管理 平成３０年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 物品の管理 平成３０年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 法規類 平成３０年度　自動車審査業務関係通達 自動車技術総合機構 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 法規類 平成３０年度　事務連絡 自動車技術総合機構 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成３０年度　並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成３０年度　並行輸入自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 自動車の審査 平成３０年度　Ｎｏｘ低減装置に係る自動車排ガス試験成績表 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成３０年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 自動車の改造 平成３０年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 文書 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 文書 平成３０年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿･依頼簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度自動車審査関係通達 自動車技術総合機構 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度事務連絡 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度新規検査等届出書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 自動車審査 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査ｺｰｽの稼働状況 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績(四輪･二輪) 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度書留簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度Noｘ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄



２0１８年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度連結検討書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 庶務に関すること 平成３０年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成３０年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度自動車審査業務通達 関東検査部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 平成３０年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成３０年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 文書管理に関すること 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 文書 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 文書 平成３０年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 庶務 平成３０年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 通達等 平成３０年度自動車審査関係通達（本部） 自動車技術総合機構 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 通達等 平成３０年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 通達等 平成３０年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 通達等 平成３０年度事務連絡 関東検査部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 自動車審査 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 自動車の改造 平成３０年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 自動車審査 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排出ガス試験成績書 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 文書 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 文書 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 文書 平成３０年度起案簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 文書 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 文書 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 法規・通達類 平成３０年度通達 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 物品管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 物品管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 物品管理 平成３０年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 庶務 平成３０年度管理職特別勤務実績簿 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 法規・通達類 平成３０年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 改造自動車等 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 改造自動車等 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 平成３０年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄



２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 千葉事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　千葉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 健康管理 平成３０年度健康診断結果書類 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度業務連絡 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度業務連絡（発送） 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度事務連絡 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度機器点検・校正結果 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 公文書類 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 公文書類 平成３０年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 習志野事務所 庶務 平成３０年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 文書受付・起案 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 通達等 平成３０年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳（四輪、二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 平成３０年度並行輸入自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 改造自動車届出 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 改造自動車届出 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 資料等 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績表 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 庶務 平成３０年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 通達等 平成３０年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 文書受付・起案 平成３０年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄



２0１８年度 野田事務所 行政文書 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 行政文書 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車等 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 平成３０年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 平成３０年度新規検査等提出書面受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度受付簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度切手受払簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 平成３０年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 袖ヶ浦事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度旅費精算システム帳票綴り 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成３０年度事務連絡綴 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成３０年度NOX低減装置（Noｘ・PM）に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成３０年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の改造 平成３０年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 自動車の検査 平成３０年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 庶務 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度定期健康診断結果書類 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度自動車等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 賠償 平成３０年度賠償事故状況報告書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度NOX低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度技術基準適合証明照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 自動車の審査 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公文書類 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 庶務 平成３０年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅費請求書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度書留簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 閲覧 平成３０年度閲覧申出書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度業務連絡 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度事務連絡 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度並行輸入自動車技術基準適合証明書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 物品の管理 平成３０年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 平成３０年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 平成３０年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 湘南事務所 閲覧 平成３０年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度　旅行請求書 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度自動車検査手当実績及び整理簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 規程等 平成３０年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄



２0１８年度 相模事務所 自動車改造関係 平成３０年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 自動車改造関係 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 自動車審査関係 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 自動車審査関係 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 物品管理 平成３０年度納品書 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 物品管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 規程等 平成３０年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 規程等 平成３０年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 総務関係 平成３０年起案簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年休暇簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年出勤簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度書留簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年代休日指定簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度勤務時間報告書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度業務連絡 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度事務連絡 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 検査関係資料 平成３０年度ＮＯｘ関係排出ガス試験成績表 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 検査関係資料 平成３０年度連結検討書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 検査関係資料 平成３０年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成３０年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 平成３０年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 平成３０年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査コースの稼働状況 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度街頭検査実施結果 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度改造自動車届出実績 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度相談事案件数 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器整備記録表 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度車両不具合情報 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査機器管理台帳 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 業務量統計システム 平成３０年度審査施設等現況 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 物品の管理 平成３０年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 物品の管理 平成３０年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 庶務 平成３０年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 法規・通達類 平成３０年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 新規検査等の届出 平成３０年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１８年度 山梨事務所 新規検査等の届出 平成３０年度新規検査等事前届出書 関東検査部　山梨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２0１９年度 所沢事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　野田事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ケ浦事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　袖ケ浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 袖ケ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 管理課 指針・通知 令和１年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度企画担当検査官の指名 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度身上調書綴 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度勤務評定 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度非常勤職員の採用 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 労務 令和１年度労働組合申入書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 労務 令和１年度労働基準監督署への届出 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 令和１年度定期健康診断結果書類 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 自動車管理 令和１年度自動車運行記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 宿舎 令和１年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 宿舎 令和１年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 宿舎 令和１年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度郵便切手収受簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度切手受払簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 文書 令和１年度受付簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 倫理 令和１年度贈与等報告 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 監査等 令和１年度事務所指導調査 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 監査等 令和１年度内部監査 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度併任発令関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任命・人事 令和１年度人事記録関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年基準給与簿　東京 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年基準給与簿　神奈川 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年基準給与簿　千葉 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年基準給与簿　埼玉・非常勤 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年基準給与簿　茨城・栃木・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年年末調整関係 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年勤勉手当関係 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 令和１年度公務災害関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度被扶養者申告書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度組合員異動報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度遠隔地被扶養者証交付（返納）申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度国民年金第３号被保険者資格取得届 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度共済組合員証関係 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度手当及び給付金関係 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度書留簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共通 令和１年出勤簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共通 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（東京） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（足立～八王子） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（神奈川～湘南） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（埼玉～所沢） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（群馬～袖ヶ浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（茨城～土浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度年間契約綴（栃木～山梨） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度法人単独契約（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度法人単独契約（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度法人単独契約（出張車検場賃貸借） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度施設整備契約案件 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 令和１年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 表彰 令和１年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 表彰 令和１年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 情報公開 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共通 令和１年休暇簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査員に関すること 調査依頼書（確認調査１用） 関東検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習計画書兼参加者名簿 関東検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習実施記録簿 関東検査部　管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議・研修 令和１年度全国管理課長・検査課長会議 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議・研修 令和１年度管理担当者会議 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年代休日指定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 法規類 令和１年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 法規類 令和１年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 会議・研修 令和１年度会議及び研修 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年代休日指定簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度旅費請求書 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 法規類 令和１年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 共通 令和１年度起案簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 共通 令和１年休暇簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 共通 令和１年出勤簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 共通 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度検査業務中事故事例 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 被服 令和１年度検査官被服管理台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 教育 令和１年度教育記録表 関東検査部　検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度自動車審査手数料過誤納報告 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度傾斜角度測定機による審査結果台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和１年度新規検査等提出書面 関東検査部　検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度切手受払簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度自動車運行記録簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和１年度会議及び研修 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和１年度合同会議、所内会議・研修関係書類 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度旅費請求書 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄



２0１９年度 練馬事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度受付記録簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 服務 令和１年度病気休暇等報告書 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和１年度事務連絡 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 物品の管理 令和１年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 物品の管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和１年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度切手受払簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の検査 令和１年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 被服 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年受付記録簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度旅行命令簿、旅費請求書 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年代休日指定簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 法規類 令和１年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の検査 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の検査 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 法規類 令和１年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年起案簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の検査 令和１年度新規検査届出書及び添付書類 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 自動車の検査 令和１年度新規検査等事前審査管理台帳 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度自動車運行記録簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度審査業務中の事故対応マニュアル 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 健康管理 令和１年度定期健康診断結果書類 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 公印等 令和１年度押印記録簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 公印等 令和１年度検査官印印影台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 被服 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 会議・研修等 令和１年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 会議・研修等 令和１年度所内会議・研修資料 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度旅費概算請求書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度旅費精算請求書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄



２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 健康管理 令和１年度公務災害関係書類 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 令和１年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和１年度ＮＯＸ関係排ガス試験成績表 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和１年度連結検討書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和１年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和１年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 令和１年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 総務 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年度切手受払簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 閲覧 令和１年度閲覧申出書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 会議 令和１年度独立行政法人多摩事務所・多摩自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 衣服 令和１年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 任免 令和１年度非常勤職員関係 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年休暇簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年出勤簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年代休日指定簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年超過勤務命令簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年度書留簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 法規類 令和１年度業務連絡 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 法規類 令和１年度事務連絡 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 物品の管理 令和１年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 法規類 令和１年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 閲覧 令和１年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 文書管理 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 文書管理 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 文書管理 令和１年度閲覧台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度押印記録簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄



２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年法人車管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度旅費概算・精算領収書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 庶務 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 物品の管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 物品の管理 令和１年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 法規及び教育 令和１年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構本部 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 法規及び教育 令和１年度事務連絡・業務連絡 関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 法規及び教育 令和１年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 法規及び教育 令和１年度所内教育記録表 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 自動車の改造 令和１年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和１年度苦情処理簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和１年不当要求・トラブル速報 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和１年不正受検等に係る不審案件報告 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 資金出納 令和１年度切手受払簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度会議及び研修 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度検査関係職員被服等管理簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度旅費精算・概算請求書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度自動車検査官手当実績及び整理簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和１年代休日指定簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 物品管理 令和１年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 物品管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 物品管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄



２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車技術総合機構 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 文書 閲覧申出書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和１年度公印押印記録簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和１年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和１年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 被服 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 行政評価 令和１年度行政評価事務所監査 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 整備要員研修 令和１年度整備主任者研修 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 整備要員研修 令和１年度自動車検査員研修 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 審査機器 令和１年度自動車検査機器施設に係る書類 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 審査機器 令和１年度作業伝票 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 審査機器 令和１年度ブレーキ判定値変更記録表 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 相談、苦情及び要望等 令和１年度相談事案記録 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 会議、研修 令和１年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 会議、研修 令和１年度自動車検査官等の会議、研修資料 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 会議、研修 令和１年度所内会議 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 会議、研修 ミーティング・研修台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度旅費概算請求書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度旅費精算請求書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年管理職員特別勤務実績簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 法規・通達類 令和１年度業務連絡 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 法規・通達類 令和１年度事務連絡 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 検査関係資料 令和１年度NOx排気ガス試験成績書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 検査関係資料 令和１年度連結検討書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 検査関係資料 令和１年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 法規・通達類 令和１年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度受付記録簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄



２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度旅行命令簿・依頼簿・請求書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年検査職員印鑑管理簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年代休日指定簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度押印記録簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 共通 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度自動車検査等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度書留簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和１年度切手受払簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和１年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度会議及び研修綴 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度所長会議 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 検査関係職員被服等使用台帳 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度不審案件処理簿 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和１年度所内教育記録表 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　佐野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度受付記録簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度業務連絡 本部・関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度事務連絡 本部・関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 文書管理 切手受払簿　平成１６～３０年度 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 公印管理 令和１年度押印記録簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 公印管理 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 令和１年度自動車等検査手当及び整理簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 週休日の振り替え等について 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 令和１年度職員旅費請求書 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 勤務管理 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 物品管理 令和１年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 物品管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 物品管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 被服管理 令和１年度被服台帳 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和１年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和１年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和１年度並行輸入自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 会議・研修 令和１年度所長会議綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 会議・研修 令和１年度担当者会議綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 会議・研修 令和１年度職員研修資料綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 会議・研修 令和１年度所内会議綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 苦情・行政相談等 令和１年度苦情相談事案記録簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 照会・回答等 令和１年度照会・回答事項綴 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄



２0１９年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　旅費請求書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年　代休日指定簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年　総合健診勤務免除申請書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　勤務時間報告書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　切手受払簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　衣服類等供用物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　非常勤職員の業務記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 閲覧 令和１年度　閲覧簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 公印 令和１年度　押印記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 公印 令和１年度　検査官印管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 会議 令和１年度　整備課長・所長合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 会議 令和１年度　国・法人検査官合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 物品の管理 令和１年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 物品の管理 令和１年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 法規類 令和１年度　自動車審査業務関係通達 自動車技術総合機構 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 法規類 令和１年度　事務連絡 自動車技術総合機構 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和１年度　並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和１年度　並行輸入自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和１年度　Ｎｏｘ低減装置に係る自動車排ガス試験成績表 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和１年度　審査業務中トラブル・事故事例 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和１年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和１年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 公印 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 文書 令和１年度受付記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 文書 令和１年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿･依頼簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度職員被服等使用台帳 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 庶務 令和１年度会議及び研修 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 物品の管理 令和１年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度自動車審査関係通達 自動車技術総合機構 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度事務連絡 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度新規検査等届出書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 自動車審査 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度審査ｺｰｽの稼働状況 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績(四輪･二輪) 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度切手受払簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度会議及び研修 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度職員被服等使用台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 公印 令和１年度公印記録簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 公印 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和１年度受付記録簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年代休日指定簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度旅費請求書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度書留簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度Noｘ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度連結検討書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和１年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和１年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度自動車審査業務通達 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 令和１年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和１年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 文書 令和１年度受付記録簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 文書 令和１年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 文書 令和１年度押印記録簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 令和１年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 令和１年度会議及び研修 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 職員被服等使用台帳 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 庶務 検査官印管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 通達等 令和１年度自動車審査関係通達（本部） 自動車技術総合機構 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 通達等 令和１年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 通達等 令和１年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 通達等 令和１年度事務連絡 関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 自動車審査 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 自動車審査 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排出ガス試験成績書 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄



２0１９年度 春日部事務所 文書 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 文書 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 法規・通達類 令和１年度通達 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 物品管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 物品管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 物品管理 令和１年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度管理職特別勤務実績簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 法規・通達類 令和１年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 改造自動車等 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 改造自動車等 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和１年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和１年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 被服 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 審査機器 令和１年度自動車検査機器及び施設に係る書類 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 相談・要望等 令和１年度相談事案記録 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 千葉事務所 会議、研修 令和１年度所内会議・研修 関東検査部　千葉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年押印記録簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度被服等管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度所長会議及び研修 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度独立行政法人習志野事務所会議議事録 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 健康管理 令和１年度健康診断結果書類 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度業務連絡 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度業務連絡（発送） 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度事務連絡 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度機器点検・校正結果 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄



２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 公文書類 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 公文書類 令和１年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 習志野事務所 庶務 令和１年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 公印 令和１年度検査担当者印管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 会議及び研修 令和１年度会議及び研修 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 文書受付・起案 令和１年度受付記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 通達等 令和１年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和１年度並行輸入自動車受付台帳（四輪、二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和１年度並行輸入自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 改造自動車届出 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 改造自動車届出 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 資料等 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績表 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 庶務 令和１年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 通達等 令和１年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 文書受付・起案 令和１年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 行政文書 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 行政文書 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車等 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和１年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和１年度新規検査等提出書面受付台帳 関東検査部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度受付簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和１年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度非常勤職員の就労調書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度押印記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄



２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度会議及び研修 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度事務所内教育記録表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度検査官被服台帳 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和１年度始業終業点検表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和１年度較正結果一覧表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度旅費精算システム帳票綴り 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度事務連絡綴 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度NOX低減装置（Noｘ・PM）に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和１年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和１年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和１年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 庶務 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年検査官印印影台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公印 令和１年押印記録簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度定期健康診断結果書類 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度会議及び研修 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 被服 令和１年検査官被服台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度自動車等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度旅費請求書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 賠償 令和１年度賠償事故状況報告書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度NOX低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度技術基準適合証明照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 自動車の審査 令和１年度　新規検査等届出書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0１９年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和１年度　新規検査等届出書面届出実績 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公文書類 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 庶務 令和１年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 公印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 公印 令和１年度検査官印管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 会議 令和１年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 会議 令和１年度独立行政法人湘南事務所・湘南自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 衣服 令和１年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 教育 令和１年度教育記録表 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度受付記録簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度旅費請求書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度書留簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 閲覧 令和１年度閲覧申出書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度業務連絡 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度事務連絡 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度並行輸入自動車技術基準適合証明書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 物品の管理 令和１年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和１年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和１年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 湘南事務所 閲覧 令和１年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度切手受払簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度法人車運行記録簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 公印関係 令和１年度押印記録簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務関係 令和１年度検査官印印影台帳 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務関係 令和１年度高度化判定証台帳 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度受付記録簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度　旅行請求書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度自動車検査手当実績及び整理簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 規程等 令和１年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 自動車改造関係 令和１年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 自動車改造関係 令和１年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 自動車審査関係 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 自動車審査関係 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄



２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 物品管理 令和１年度納品書 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 物品管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 規程等 令和１年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 規程等 令和１年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 総務関係 令和１年起案簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度切手受払簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和１年度押印記録簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和１年度検査官印印影台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和１年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 被服 検査官被服台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 整備要員研修 令和１年度整備主任者研修 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 整備要員研修 令和１年度自動車検査員研修 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 相談、苦情及び要望等 令和１年度相談事案記録 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 会議、研修 令和１年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 会議、研修 令和１年度所内会議・研修 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 会議、研修 令和１年度自動車検査官等の会議・研修資料 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度受付記録簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年休暇簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年出勤簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度書留簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年代休日指定簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度超過勤務等命令簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度勤務時間報告書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度業務連絡 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度事務連絡 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 検査関係資料 令和１年度ＮＯｘ関係排出ガス試験成績表 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 検査関係資料 令和１年度連結検討書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 検査関係資料 令和１年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和１年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和１年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和１年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度審査コースの稼働状況 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度街頭検査実施結果 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度改造自動車届出実績 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度相談事案件数 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器整備記録表 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度車両不具合情報 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度審査機器管理台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和１年度審査施設等現況 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 物品の管理 令和１年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 物品の管理 令和１年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 庶務 令和１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 法規・通達類 令和１年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和１年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0１９年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和１年度新規検査等事前届出書 関東検査部　山梨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄



２０２０年度 佐野事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　野田事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ケ浦事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　袖ケ浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 袖ケ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 管理課 指針・通知 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 健康管理 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 移管
２０２０年度 管理課 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任命・人事 令和２年度企画担当検査官の指名 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任命・人事 令和２年度身上調書綴 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任命・人事 令和２年度非常勤職員の採用 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 令和２年度定期健康診断結果書類 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 自動車管理 令和２年度自動車運行記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 宿舎 令和２年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 宿舎 令和２年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 宿舎 令和２年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度郵便切手収受簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度切手受払簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 文書 令和２年度受付簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 監査等 令和２年度事務所指導調査 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 監査等 令和２年度内部監査 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任命・人事 令和２年度人事記録関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年基準給与簿　(常勤職員) 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年基準給与簿　(非常勤職員) 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年勤勉手当関係 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度被扶養者申告書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度組合員異動報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度遠隔地被扶養者証交付（返納）申請書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度国民年金第３号被保険者資格取得届 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度共済組合員証関係 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度手当及び給付金関係 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度書留簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共通 令和２年出勤簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共通 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（東京） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（足立～八王子） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（神奈川～湘南） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（埼玉～所沢） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（群馬～袖ヶ浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（茨城～土浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約綴（栃木～山梨） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度法人単独契約（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度法人単独契約（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度法人単独契約（出張車検場賃貸借） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度施設整備契約案件 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 表彰 令和２年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 表彰 令和２年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 情報公開 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共通 令和２年休暇簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録確認調査員に関すること 調査依頼書（確認調査１用） 関東検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習計画書兼参加者名簿 関東検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習実施記録簿 関東検査部　管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議・研修 令和２年度全国管理課長・検査課長会議 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議・研修 令和２年度管理担当者会議 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年代休日指定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 法規類 令和２年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 法規類 令和２年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 会議・研修 令和２年度会議及び研修 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年代休日指定簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度旅費請求書 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 法規類 令和２年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 共通 令和２年度起案簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 共通 令和２年休暇簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 共通 令和２年出勤簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 共通 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度検査業務中事故事例 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 被服 令和２年度検査官被服管理台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 教育 令和２年度教育記録表 関東検査部　検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度自動車審査手数料過誤納報告 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度傾斜角度測定機による審査結果台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年度新規検査等提出書面 関東検査部　検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度切手受払簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車運行記録簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和２年度会議及び研修 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和２年度合同会議、所内会議・研修関係書類 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度旅費請求書 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度受付記録簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 服務 令和２年度病気休暇等報告書 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和２年度事務連絡 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄



２０２０年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 物品の管理 令和２年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 物品の管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和２年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度切手受払簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の検査 令和２年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 被服 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年受付記録簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年代休日指定簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 法規類 令和２年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の検査 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の検査 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 法規類 令和２年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年起案簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の検査 令和２年度新規検査届出書及び添付書類 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 自動車の検査 令和２年度新規検査等事前審査管理台帳 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度自動車運行記録簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度審査業務中の事故対応マニュアル 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 健康管理 令和２年度定期健康診断結果書類 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 公印等 令和２年度押印記録簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 公印等 令和２年度検査官印印影台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 被服 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 会議・研修等 令和２年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 会議・研修等 令和２年度所内会議・研修資料 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度旅費概算請求書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度旅費精算請求書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 健康管理 令和２年度公務災害関係書類 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 令和２年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄



２０２０年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和２年度ＮＯＸ関係排ガス試験成績表 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和２年度連結検討書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和２年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和２年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 令和２年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 総務 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年度切手受払簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 閲覧 令和２年度閲覧申出書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 会議 令和２年度独立行政法人多摩事務所・多摩自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 衣服 令和２年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 任免 令和２年度非常勤職員関係 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年休暇簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年代休日指定簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年度書留簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 法規類 令和２年度業務連絡 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 法規類 令和２年度事務連絡 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 物品の管理 令和２年度物品納品書 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 法規類 令和２年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 閲覧 令和２年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 文書管理 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 文書管理 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 文書管理 令和２年度閲覧台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度押印記録簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄



２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年法人車管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度旅費概算・精算領収書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 庶務 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 物品の管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 物品の管理 令和２年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 法規及び教育 令和２年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構本部 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 法規及び教育 令和２年度事務連絡・業務連絡 関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 法規及び教育 令和２年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 法規及び教育 令和２年度所内教育記録表 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 自動車の改造 令和２年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和２年度苦情処理簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和２年不当要求・トラブル速報 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和２年不正受検等に係る不審案件報告 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 資金出納 令和２年度切手受払簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度会議及び研修 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度検査関係職員被服等管理簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度旅費精算・概算請求書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度自動車検査官手当実績及び整理簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和２年代休日指定簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 物品管理 令和２年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 物品管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 物品管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度自動車検査業務通達 自動車技術総合機構 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 自動車技術総合機構 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄



２０２０年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 文書 閲覧申出書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和２年度公印押印記録簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和２年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和２年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 被服 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 行政評価 令和２年度行政評価事務所監査 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 整備要員研修 令和２年度整備主任者研修 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 整備要員研修 令和２年度自動車検査員研修 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 審査機器 令和２年度自動車検査機器施設に係る書類 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 審査機器 令和２年度作業伝票 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 審査機器 令和２年度ブレーキ判定値変更記録表 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 相談、苦情及び要望等 令和２年度相談事案記録 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 会議、研修 令和２年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 会議、研修 令和２年度自動車検査官等の会議、研修資料 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 会議、研修 令和２年度所内会議 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 会議、研修 ミーティング・研修台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度旅費概算請求書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度旅費精算請求書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年管理職員特別勤務実績簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 法規・通達類 令和２年度業務連絡 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 法規・通達類 令和２年度事務連絡 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 検査関係資料 令和２年度NOx排気ガス試験成績書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 検査関係資料 令和２年度連結検討書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 検査関係資料 令和２年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 法規・通達類 令和２年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度受付記録簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度旅行命令簿・依頼簿・請求書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年検査職員印鑑管理簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年代休日指定簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度押印記録簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄



２０２０年度 佐野事務所 共通 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度自動車検査等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度書留簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和２年度切手受払簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和２年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度会議及び研修綴 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度所長会議 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 検査関係職員被服等使用台帳 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度不審案件処理簿 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度所内教育記録表 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　佐野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度受付記録簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度審査業務関係通達綴 本部・関東検査部 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度業務連絡 本部・関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度事務連絡 本部・関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 文書管理 切手受払簿　平成１６～３０年度 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 公印管理 令和２年度押印記録簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 公印管理 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 令和２年度自動車等検査手当及び整理簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 週休日の振り替え等について 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 令和２年度職員旅費請求書 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 勤務管理 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 物品管理 令和２年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 物品管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 物品管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 被服管理 令和２年度被服台帳 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和２年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和２年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和２年度並行輸入自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 会議・研修 令和２年度所長会議綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 会議・研修 令和２年度担当者会議綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 会議・研修 令和２年度職員研修資料綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 会議・研修 令和２年度所内会議綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 苦情・行政相談等 令和２年度苦情相談事案記録簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 照会・回答等 令和２年度照会・回答事項綴 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄



２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　旅費請求書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年　代休日指定簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年　総合健診勤務免除申請書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　勤務時間報告書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　切手受払簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　衣服類等供用物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　非常勤職員の業務記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 閲覧 令和２年度　閲覧簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 公印 令和２年度　押印記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 公印 令和２年度　検査官印管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 会議 令和２年度　整備課長・所長合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 会議 令和２年度　国・法人検査官合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 物品の管理 令和２年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 物品の管理 令和２年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 法規類 令和２年度　自動車審査業務関係通達 自動車技術総合機構 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 法規類 令和２年度　事務連絡 自動車技術総合機構 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和２年度　並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和２年度　並行輸入自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和２年度　Ｎｏｘ低減装置に係る自動車排ガス試験成績表 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和２年度　審査業務中トラブル・事故事例 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和２年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和２年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 公印 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 文書 令和２年度受付記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 文書 令和２年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿･依頼簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度職員被服等使用台帳 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 庶務 令和２年度会議及び研修 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 物品の管理 令和２年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度自動車審査関係通達 自動車技術総合機構 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度事務連絡 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度新規検査等届出書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 自動車審査 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度審査ｺｰｽの稼働状況 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績(四輪･二輪) 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２０２０年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度切手受払簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度会議及び研修 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度職員被服等使用台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 公印 令和２年度公印記録簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 公印 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和２年度受付記録簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年代休日指定簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度旅費請求書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度書留簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度Noｘ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度連結検討書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和２年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和２年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度自動車審査業務通達 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 令和２年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和２年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 文書 令和２年度受付記録簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 文書 令和２年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 文書 令和２年度押印記録簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 令和２年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 令和２年度会議及び研修 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 職員被服等使用台帳 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 庶務 検査官印管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 通達等 令和２年度自動車審査関係通達（本部） 自動車技術総合機構 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 通達等 令和２年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 通達等 令和２年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東運輸局 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 通達等 令和２年度事務連絡 関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 自動車審査 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 自動車審査 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排出ガス試験成績書 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 文書 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 公文書類 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 公文書類 令和２年度法人文書基準表 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄



２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年起案簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 法規・通達類 令和２年度通達 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 物品管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 物品管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 物品管理 令和２年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度管理職特別勤務実績簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 法規・通達類 令和２年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 改造自動車等 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 改造自動車等 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和２年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和２年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 被服 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 審査機器 令和２年度自動車検査機器及び施設に係る書類 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 相談・要望等 令和２年度相談事案記録 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 千葉事務所 会議、研修 令和２年度所内会議・研修 関東検査部　千葉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年押印記録簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度被服等管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度所長会議及び研修 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度独立行政法人習志野事務所会議議事録 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果書類 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度業務連絡 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度業務連絡（発送） 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度事務連絡 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度機器点検・校正結果 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄



２０２０年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 公文書類 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 公文書類 令和２年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 習志野事務所 庶務 令和２年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 公印 令和２年度検査担当者印管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 会議及び研修 令和２年度会議及び研修 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 文書受付・起案 令和２年度受付記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 通達等 令和２年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和２年度並行輸入自動車受付台帳（四輪、二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和２年度並行輸入自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 改造自動車届出 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 改造自動車届出 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 資料等 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績表 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 庶務 令和２年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 通達等 令和２年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 文書受付・起案 令和２年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 行政文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 行政文書 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車等 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和２年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和２年度新規検査等提出書面受付台帳 関東検査部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度受付簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和２年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度非常勤職員の就労調書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度押印記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度会議及び研修 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄



２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度事務所内教育記録表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度検査官被服台帳 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和２年度始業終業点検表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和２年度較正結果一覧表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度旅費精算システム帳票綴り 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度事務連絡綴 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度NOX低減装置（Noｘ・PM）に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和２年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和２年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和２年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 庶務 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年検査官印印影台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公印 令和２年押印記録簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度定期健康診断結果書類 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度会議及び研修 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 被服 令和２年検査官被服台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度自動車等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度旅費請求書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 賠償 令和２年度賠償事故状況報告書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度NOX低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度技術基準適合証明照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 自動車の審査 令和２年度　新規検査等届出書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和２年度　新規検査等届出書面届出実績 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄



２０２０年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公文書類 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 庶務 令和２年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 公印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 公印 令和２年度検査官印管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 会議 令和２年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 会議 令和２年度独立行政法人湘南事務所・湘南自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 衣服 令和２年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 教育 令和２年度教育記録表 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度受付記録簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度旅費請求書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度書留簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 閲覧 令和２年度閲覧申出書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度業務連絡 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度事務連絡 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度並行輸入自動車技術基準適合証明書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 物品の管理 令和２年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和２年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和２年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 湘南事務所 閲覧 令和２年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度切手受払簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度法人車運行記録簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 公印関係 令和２年度押印記録簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務関係 令和２年度検査官印印影台帳 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務関係 令和２年度高度化判定証台帳 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度受付記録簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度　旅行請求書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度自動車検査手当実績及び整理簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 規程等 令和２年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 自動車改造関係 令和２年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 自動車改造関係 令和２年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 自動車審査関係 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 自動車審査関係 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄



２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 物品管理 令和２年度納品書 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 物品管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 規程等 令和２年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 規程等 令和２年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 総務関係 令和２年起案簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和２年度押印記録簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和２年度検査官印印影台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和２年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 被服 検査官被服台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 整備要員研修 令和２年度整備主任者研修 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 整備要員研修 令和２年度自動車検査員研修 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 相談、苦情及び要望等 令和２年度相談事案記録 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 会議、研修 令和２年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 会議、研修 令和２年度所内会議・研修 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 会議、研修 令和２年度自動車検査官等の会議・研修資料 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年休暇簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年出勤簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度書留簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年代休日指定簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度勤務時間報告書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度業務連絡 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度事務連絡 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 検査関係資料 令和２年度ＮＯｘ関係排出ガス試験成績表 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 検査関係資料 令和２年度連結検討書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 検査関係資料 令和２年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和２年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和２年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和２年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度審査コースの稼働状況 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度街頭検査実施結果 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度改造自動車届出実績 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度相談事案件数 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器整備記録表 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度車両不具合情報 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度審査機器管理台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和２年度審査施設等現況 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 物品の管理 令和２年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 物品の管理 令和２年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 庶務 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 法規・通達類 令和２年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和２年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２０２０年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和２年度新規検査等事前届出書 関東検査部　山梨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄



２0２１年度 熊谷事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　野田事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ケ浦事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　袖ケ浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 袖ケ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 管理課 指針・通知 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 健康管理 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 関東検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 移管
２0２１年度 管理課 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任命・人事 令和３年度企画担当検査官の指名 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任命・人事 令和３年度身上調書綴 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任命・人事 令和３年度非常勤職員の採用 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 令和３年度定期健康診断結果書類 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後３ 喪失後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 宿舎 令和３年度宿舎貸与承認申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 宿舎 令和３年度自動車保管場所使用許可申請書及び承認書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 宿舎 令和３年度宿舎退去届出 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 退去後３ 退去後３ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度郵便切手収受簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度切手受払簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 文書 令和３年度受付簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 監査等 令和３年度事務所指導調査 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 監査等 令和３年度内部監査 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任命・人事 令和３年度人事記録関係綴 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　管理課・検査課 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　神奈川・川崎・湘南・相模 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　練馬・足立・八王子・多摩 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　埼玉・熊谷・所沢・春日部 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　千葉・習志野・野田・袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿　茨城・土浦・栃木・佐野・群馬・山梨 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任認定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年基準給与簿　(常勤職員) 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年基準給与簿　(非常勤職員) 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年給与の口座振込申出書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 喪失後５ 喪失後５ 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年勤勉手当関係 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度被扶養者申告書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度組合員異動報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度国民年金第３号被保険者資格取得届 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度共済組合員証関係 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度書留簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共通 令和３年出勤簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共通 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（東京） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（足立～八王子） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（神奈川～湘南） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（埼玉～所沢） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（群馬～袖ヶ浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（茨城～土浦） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約綴（栃木～山梨） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度法人単独契約（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度法人単独契約（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度法人単独契約（出張車検場賃貸借） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度施設整備契約案件 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　東京（役務） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　東京（物件） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　足立 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　練馬 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　多摩 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　八王子 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　神奈川 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　川崎 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　相模 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　湘南 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　埼玉 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　熊谷 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　春日部 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　所沢 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　群馬 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　千葉 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　野田 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　習志野 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　袖ヶ浦 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　茨城 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　土浦 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　栃木 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　佐野 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度通常契約案件　山梨 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度庁費立替金請求書 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄



２0２１年度 管理課 会計 令和３年度振替伝票 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度自家用電気工作物 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度電話料金 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度電気料金 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度水道料金 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度都市ガス料金 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度プロパンガス（口座振替） 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度国有財産使用許可 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度小口現金出納簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 表彰 令和３年度永年勤続表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 表彰 令和３年度業績表彰 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 情報公開 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共通 令和３年休暇簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録確認調査員に関すること 調査依頼書（確認調査１用） 関東検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習計画書兼参加者名簿 関東検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録確認調査員に関すること 実習実施記録簿 関東検査部　管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　管理課 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　管理課 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議・研修 令和３年度全国管理課長・検査課長会議 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議・研修 令和３年度管理担当者会議 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年代休日指定簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 法規類 令和３年度総務人事関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 法規類 令和３年度会計関係通知・通達 関東検査部　管理課管理第２係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度起案簿 関東検査部　管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 会議・研修 令和３年度会議及び研修 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年代休日指定簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度旅費請求書 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 法規類 令和３年度自動車検査業務関係通達 自動車技術総合機構 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 共通 令和３年度起案簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 共通 法規類 関東検査部検査課分掌規定 関東検査部　検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 共通 令和３年休暇簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 共通 令和３年出勤簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 共通 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度検査業務中事故事例 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 被服 令和３年度検査官被服管理台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 教育 令和３年度教育記録表 関東検査部　検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車　技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車　ラベル照会台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度自動車審査手数料過誤納報告 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度傾斜角度測定機による審査結果台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年度新規検査等提出書面 関東検査部　検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 関東検査部長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度切手受払簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車運行記録簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和３年度会議及び研修 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和３年度合同会議、所内会議・研修関係書類 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度旅費請求書 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度受付記録簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 服務 令和３年度病気休暇等報告書 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和３年度事務連絡 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄



２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 物品の管理 令和３年度物品受領書（納品書） 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 物品の管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 自動車審査に関すること 令和３年度自動車審査業務通達 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 練馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　練馬事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 練馬事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度切手受払簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の検査 令和３年度検査業務中トラブル事例 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 被服 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年受付記録簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年代休日指定簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 法規類 令和３年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の検査 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の検査 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車審査結果受理台帳 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度契約案件綴 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 法規類 令和３年度自動車検査業務関係通達 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年起案簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の検査 令和３年度新規検査届出書及び添付書類 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 自動車の検査 令和３年度新規検査等事前審査管理台帳 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 足立事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　足立事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 足立事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度自動車運行記録簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度審査業務中の事故対応マニュアル 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 健康管理 令和３年度定期健康診断結果書類 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 公印等 令和３年度押印記録簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 公印等 令和３年度検査官印印影台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 被服 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 会議・研修等 令和３年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 会議・研修等 令和３年度所内会議・研修資料 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度旅費概算請求書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度旅費精算請求書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 健康管理 令和３年度公務災害関係書類 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 令和３年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和３年度ＮＯＸ関係排ガス試験成績表 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和３年度連結検討書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 検査関係参考資料 令和３年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄



２0２１年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 改造自動車の届出 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 並行輸入自動車の届出 令和３年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度購入等要求書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度消耗品等見積・請求 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 令和３年度関係通達 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年起案簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 総務 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 八王子事務所内規 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 審査基準及び標準処理期間 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 審査事務規程 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 通達・法令類 保安基準告示 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等事前届出書 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 八王子事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度ラベル照会綴 関東検査部　八王子事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 八王子事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年度切手受払簿・書留簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 閲覧 令和３年度閲覧申出書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 会議 令和３年度独立行政法人多摩事務所・多摩自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 衣服 令和３年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 任免 令和３年度非常勤職員関係 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年休暇簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年代休日指定簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 法規類 令和３年度業務連絡・事務連絡・受付簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度新規検査等届出書（自動車の審査） 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度新規検査等届出書面届出実績 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 並行輸入自動車　ラベル照会台帳(自動車の審査) 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の審査に関すること 並行輸入自動車　技術基準適合証明書照会台帳(自動車の審査) 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車受理台帳 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 事務の総合整理 令和３年度物品等購入要求書・納品書 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 閲覧 令和３年度閲覧目録 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 多摩事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿・使用記録簿 関東検査部　多摩事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 多摩事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 文書管理 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 文書管理 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 文書管理 令和３年度閲覧台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度押印記録簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄



２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年法人車管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度旅費概算・精算領収書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 庶務 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 物品の管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 物品の管理 令和３年度消耗品（文具等）納入台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 法規及び教育 検査法人茨城事務所事務処理要領 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 法規及び教育 令和３年度自動車検査業務通達 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 法規及び教育 令和３年度事務連絡・業務連絡 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 法規及び教育 令和３年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 法規及び教育 令和３年度所内教育記録表 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車受付・決裁台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 自動車の改造 令和３年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和３年度苦情処理簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和３年不当要求・トラブル速報 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務の苦情等 令和３年不正受検等に係る不審案件報告 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 茨城事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度新規検査届出書(自動車の審査) 関東検査部　茨城事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 茨城事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 資金出納 令和３年度切手受払簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度会議及び研修 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度検査関係職員被服等管理簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度旅費精算・概算請求書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度自動車検査官手当実績及び整理簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 勤務報告・申請システム 令和３年代休日指定簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 物品管理 令和３年度納品書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 物品管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 物品管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度自動車検査業務通達 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 法規類 審査事務規程 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 法規類 土浦事務所業務取扱要領 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄



２0２１年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 土浦事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　土浦事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 土浦事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 就業規則届 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度時間外及び休日勤務等に関する協定届 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 文書 閲覧申出書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和３年度公印押印記録簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和３年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 公印・検査官印 令和３年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 被服 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 行政評価 令和３年度行政評価事務所監査 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 整備要員研修 令和３年度整備主任者研修 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 整備要員研修 令和３年度自動車検査員研修 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 審査機器 令和３年度自動車検査機器施設に係る書類 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 審査機器 令和３年度作業伝票 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 審査機器 令和３年度ブレーキ判定値変更記録表 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 相談、苦情及び要望等 令和３年度相談事案記録 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 会議、研修 令和３年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 会議、研修 令和３年度自動車検査官等の会議、研修資料 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 会議、研修 令和３年度所内会議 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 会議、研修 ミーティング・研修台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度旅費概算請求書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度旅費精算請求書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年管理職員特別勤務実績簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 法規・通達類 令和３年度業務連絡 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 法規・通達類 令和３年度事務連絡 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 検査関係資料 令和３年度NOx排気ガス試験成績書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 検査関係資料 令和３年度連結検討書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 検査関係資料 令和３年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 改造自動車等の届出 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 法規・通達類 令和３年度関係通達 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 審査機器 自動車検査用機械器具通達 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 文書 閲覧目録 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 栃木事務所内規 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 審査事務規定 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 栃木事務所 内規 保安基準告示 関東検査部　栃木事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 栃木事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度受付記録簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度起案簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度旅行命令簿・依頼簿・請求書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年検査職員印鑑管理簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年代休日指定簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄



２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度押印記録簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 共通 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度自動車検査等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度書留簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 庶務に関すること 令和３年度切手受払簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和３年度納品書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 物品の管理に関すること 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度会議及び研修綴 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度所長会議 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度施設見学依頼書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 検査関係職員被服等使用台帳 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（国産） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度不審案件処理簿 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度所内教育記録表 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車台帳 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 佐野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　佐野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 佐野事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度受付記録簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度審査業務関係通達綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度業務連絡 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度事務連絡 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年起案簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度起案綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 文書管理 切手受払簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 公印管理 令和３年度押印記録簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 公印管理 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 令和３年度自動車等検査手当及び整理簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 週休日の振り替え等について 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 令和３年度職員旅費請求書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 勤務管理 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 物品管理 物品管理簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 物品管理 令和３年度納品書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 物品管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 物品管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 被服管理 令和３年度被服台帳 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和３年度改造自動車等受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 改造自動車関係 令和３年度改造自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和３年度並行輸入自動車等審査結果資料綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 新規検査等 令和３年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 並行輸入自動車関係 令和３年度ラベル照会台帳（自動車の台帳） 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 会議・研修 令和３年度所長会議綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 会議・研修 令和３年度担当者会議綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 会議・研修 令和３年度職員研修資料綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 会議・研修 令和３年度所内会議綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 苦情・行政相談等 令和３年度苦情相談事案記録簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 照会・回答等 令和３年度照会・回答事項綴 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄



２0２１年度 群馬事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　群馬事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 群馬事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　起案簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　法人文書ファイル管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　法人文書分類基準表 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　旅費請求書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年　代休日指定簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年　総合健診勤務免除申請書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　勤務時間報告書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　切手受払簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　衣服類等供用物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　非常勤職員の業務記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度　物品等購入要求書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 閲覧 令和３年度　閲覧簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 公印 令和３年度　押印記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 公印 令和３年度　検査官印管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 会議 令和３年度　整備課長・所長合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 会議 令和３年度　国・法人検査官合同会議 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 物品の管理 令和３年度　物品納品書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 物品の管理 令和３年度　固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 法規類 内規集 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 法規類 令和３年度　自動車審査業務関係通達 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 法規類 令和３年度　事務連絡 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和３年度　並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和３年度　並行輸入自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和３年度　Ｎｏｘ低減装置に係る自動車排ガス試験成績表 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の審査 令和３年度　審査業務中トラブル・事故事例 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和３年度　改造自動車受理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙、電子 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 自動車の改造 令和３年度　改造自動車届出書 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 埼玉事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　埼玉事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 埼玉事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 公印 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 文書 令和３年度受付記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 文書 令和３年度起案簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 文書 標準文書保存期間基準 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿･依頼簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度職員被服等使用台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 庶務 令和３年度会議及び研修 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 物品の管理 令和３年度固定資産･少額備品(月次報告) 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度自動車審査関係通達 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度事務連絡 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度新規検査等届出書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度改造届出書及び添付資料 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車審査 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度点検整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度校正結果一覧表 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度審査ｺｰｽの稼働状況 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績(四輪･二輪) 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄



２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 熊谷事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　熊谷事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 熊谷事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度切手受払簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度会議及び研修 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度職員被服等使用台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 公印 令和３年度公印記録簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 公印 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和３年度受付記録簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年代休日指定簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度旅費請求書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度書留簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度Noｘ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度新規検査等届出書受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度新規検査等届出書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車ラベル照会台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車稟議書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度連結検討書及び添付書類 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 庶務に関すること 令和３年度物品購入等要求書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 物品管理簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和３年度納品書 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 物品の管理に関すること 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度自動車審査業務通達 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 業務の処理に関すること 令和３年度各種事務処理要領 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和３年起案簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 文書管理に関すること 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 公印 公印台帳 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 所沢事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　所沢事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 所沢事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 文書 令和３年度受付記録簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 文書 令和３年度起案簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 文書 令和３年度押印記録簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 令和３年度自動車等審査手当実績及び整理簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 令和３年度会議及び研修 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 職員被服等使用台帳 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 庶務 検査官印管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 通達等 令和３年度自動車審査関係通達（本部） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 通達等 令和３年度自動車審査関係通達（関東検査部） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 通達等 令和３年度自動車審査関係通達（関東運輸局） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 通達等 令和３年度事務連絡 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 自動車審査 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車受理台帳 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 自動車審査 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排出ガス試験成績書 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄



２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 文書 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 春日部事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　春日部事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 春日部事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 公文書類 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 公文書類 令和３年度法人文書基準表 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年起案簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 法規・通達類 令和３年度通達 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 新規検査届出等自動車等 令和３年度新規検査等届出自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 物品管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 物品管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 物品管理 令和３年度納品書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度管理職特別勤務実績簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 法規・通達類 令和３年度業務連絡・事務連絡 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 改造自動車等 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 改造自動車等 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和３年度ラベル照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 並行輸入自動車等 令和３年度技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度新規検査等届出書面届出実績 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 公印・検査官印 令和３年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 被服 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 審査機器 令和３年度自動車検査機器及び施設に係る書類 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 相談・要望等 令和３年度相談事案記録 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 千葉事務所 会議、研修 令和３年度所内会議・研修 関東検査部　千葉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 千葉事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年押印記録簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度被服等管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度所長会議及び研修 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度独立行政法人習志野事務所会議議事録 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果書類 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度業務連絡 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度業務連絡（発送） 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度事務連絡 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度改造自動車届出書受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄



２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度機器点検・校正結果 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度自動車審査業務通達 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 公文書類 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 公文書類 令和３年度法人文書基準表 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 習志野事務所 庶務 令和３年起案簿 関東検査部　習志野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 習志野事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 公印 令和３年度検査担当者印管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 会議及び研修 令和３年度会議及び研修 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 文書受付・起案 令和３年度受付記録簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 通達等 令和３年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和３年度並行輸入自動車受付台帳（四輪、二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 並行輸入自動車届出 令和３年度並行輸入自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 改造自動車届出 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 改造自動車届出 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書　庫 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 資料等 ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績表 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 庶務 令和３年物品等購入要求書 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 通達等 令和３年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 文書受付・起案 令和３年度起案簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 公印 公印台帳 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 行政文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 行政文書 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（国産） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元表（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 野田事務所 資料等 自動車諸元（輸入車） 関東検査部　野田事務所　　　　 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 野田事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 改造自動車等 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車等 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 並行輸入自動車 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和３年度新規検査等提出書面届出書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 新規検査等 令和３年度新規検査等提出書面受付台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度受付簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和３年度法人検査官印管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 物品管理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄



２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 公印・検査官印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 袖ヶ浦事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　袖ヶ浦事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 袖ヶ浦事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度非常勤職員の就労調書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度押印記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度会議及び研修 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度事務所内教育記録表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度検査官被服台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和３年度始業終業点検表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車用審査機器の保守管理 令和３年度較正結果一覧表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度旅費精算システム帳票綴り 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３度自動車等検査手当実績及び整理簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度事務連絡綴 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度NOX低減装置（Noｘ・PM）に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車稟議書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和３年度改造自動車届出書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の改造 令和３年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所・コース 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度受領書綴 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車の検査 令和３年度自動車検査業務通達綴 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年起案簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 庶務 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車審査 令和３年度新規検査等届出管理台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車審査 令和３年度新規検査等届出書 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車審査 令和３年度並行輸入自動車技術基準適合証明書照会台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 自動車審査 令和３年度並行輸入自動車ラベル照会台帳 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 神奈川事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　神奈川事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 神奈川事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年検査官印印影台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公印 令和３年押印記録簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度定期健康診断結果書類 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度会議及び研修 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 被服 令和３年検査官被服台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度自動車等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度旅費請求書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 賠償 令和３年度賠償事故状況報告書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度NOX低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度技術基準適合証明照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度改造自動車等届出書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度連結検討書及び添付資料 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄



２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度　新規検査等届出書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 自動車の審査 令和３年度　並行輸入自動車ラベル照会台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 業務量統計システム 令和３年度　新規検査等届出書面届出実績 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度通知・通達 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度事務処理要領（内規） 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公文書類 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 庶務 令和３年起案簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 公印 公印台帳 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 川崎事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　川崎事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 川崎事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 公印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 公印 令和３年度検査官印管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 会議 令和３年度管内整備課長・検査法人所長合同会議 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 会議 令和３年度独立行政法人湘南事務所・湘南自動車検査登録事務所検査官合同会議 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 衣服 令和３年度衣服類等供用物品台帳 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 教育 令和３年度教育記録表 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度受付記録簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度旅費請求書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度書留簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 閲覧 令和３年度閲覧申出書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度業務連絡 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度事務連絡 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度NOx低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度並行輸入自動車技術基準適合証明書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車受理台帳 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 物品の管理 令和３年度物品納品書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の審査に関すること 令和３年度自動車審査業務関係通達 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 令和３年度法人文書基準表 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 事務の総合整理 関東検査部湘南事務所業務分掌規程 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 湘南事務所 閲覧 令和３年度閲覧目録 関東検査部　湘南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 湘南事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度切手受払簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 公印関係 令和３年度押印記録簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務関係 令和３年度検査官印印影台帳 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務関係 令和３年度高度化判定証台帳 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度受付記録簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄



２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度　旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度　旅行請求書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度自動車検査手当実績及び整理簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 規程等 令和３年度業務連絡、事務連絡 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 自動車改造関係 令和３年度改造自動車台帳 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 自動車改造関係 令和３年度改造自動車等届出書及び添付資料 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 自動車審査関係 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 自動車審査関係 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 物品管理 令和３年度納品書 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 物品管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 規程等 令和３年度検査法人通達 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 規程等 令和３年度検査法人審査事務規程 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年度法人文書分類基準表 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 総務関係 令和３年起案簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印管理簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 相模事務所 登録確認調査員に関すること 登録確認調査印使用記録簿 関東検査部　相模事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 紙 事務室 相模事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度時間外労働・休日労働に関する協定届 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度法人車運行記録簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和３年度押印記録簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和３年度検査官印印影台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 公印・検査官印 令和３年度押印記録及び検査施設・検査機器業務日誌 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 被服 検査官被服台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 整備要員研修 令和３年度整備主任者研修 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 整備要員研修 令和３年度自動車検査員研修 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 相談、苦情及び要望等 令和３年度相談事案記録 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 会議、研修 令和３年度整備課長・事務所長合同会議資料 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 会議、研修 令和３年度所内会議・研修 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 会議、研修 令和３年度自動車検査官等の会議・研修資料 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度旅費概算請求書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度旅費精算請求書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年休暇簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年出勤簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度書留簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年代休日指定簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年総合健診勤務免除申請書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度勤務時間報告書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度自動車検査等作業手当実績及び整理簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度業務連絡 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度事務連絡 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 検査関係資料 令和３年度ＮＯｘ関係排出ガス試験成績表 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 検査関係資料 令和３年度連結検討書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 検査関係資料 令和３年度特種用途自動車保存記録 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和３年度改造自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 改造自動車等の届出 令和３年度改造自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度並行輸入自動車受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度並行輸入自動車届出書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 並行輸入自動車等の届出 令和３年度技術基準適合証明書照会綴 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度審査コースの稼働状況 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度街頭検査実施結果 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度並行輸入自動車届出実績（四輪・二輪） 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度改造自動車届出実績 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度相談事案件数 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器定期点検記録表 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器整備記録表 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合原因調査実績 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度車両不具合情報 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度審査機器管理台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 業務量統計システム 令和３年度審査施設等現況 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度物品等購入要求書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 物品の管理 物品管理簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 物品の管理 令和３年度納品書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 物品の管理 令和３年度固定資産・少額備品（月次報告） 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度関係通達 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄



２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度自動車検査用機械器具通達 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度起案簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル管理簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度標準文書保存期間基準 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 庶務 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 内規 山梨事務所内規 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度審査事務規定 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 法規・通達類 令和３年度保安基準告示 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等事前審査受付台帳 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２0２１年度 山梨事務所 新規検査等の届出 令和３年度新規検査等事前届出書 関東検査部　山梨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山梨事務所長 廃棄
２00２年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00３年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2004年4月1日 常用 2034年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00４年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2005年4月1日 常用 2035年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00５年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2006年4月1日 常用 2036年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00５年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2006年4月1日 常用 2037年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00７年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2008年4月1日 常用 2038年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00８年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2009年4月1日 常用 2039年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00９年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2010年4月1日 常用 2040年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１0年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2011年4月1日 常用 2041年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2012年4月1日 常用 2042年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 常用 2043年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 常用 2044年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 常用 2045年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 常用 2046年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 常用 2047年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 常用 2048年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 常用 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 常用 2050年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 常用 2051年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 常用 2052年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 常用 － 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00２年度 文書 共通 法人文書分類基準表 北陸信越検査部管理課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 平成２６年起案簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 平成２７年起案簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年起案簿 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年起案簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年起案簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年起案簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年起案簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年起案簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年休暇簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年休暇簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年休暇簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年休暇簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年休暇簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年欠勤簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年欠勤簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年欠勤簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年欠勤簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年欠勤簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年休日振替指定簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年休日振替指定簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年休日振替指定簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年休日振替指定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年休日振替指定簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年出勤簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年出勤簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年出勤簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年出勤簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年出勤簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄



２0１８年度 文書 共通 平成３0年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年自度動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年自度動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年自度動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年自度動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年自度動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度旅行命令・依頼簿・請求書 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度旅行命令・依頼簿・請求書 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度旅行命令・依頼簿・請求書 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度旅行命令・依頼簿・請求書 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度旅行命令・依頼簿・請求書 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 自動車管理 令和３年度ＥＴＣカード使用簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度雑件 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度書留簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年度書留簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和元年度書留簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度書留簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度書留簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和元年度切手受払簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度切手受払簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度切手受払簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公印 令和元年度押印記録簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公印 令和２年度押印記録簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公印 令和３年度押印記録簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 企画関係通達文書 総務部　会計課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度身上調査 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 令和元年度非常勤職員採用関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 令和２年度非常勤職員採用関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄



２0２１年度 管理課 任免 令和３年度非常勤職員採用関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 令和元年度勤務時間管理員・補助員指名 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 令和２年度勤務時間管理員・補助員指名 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 令和３年度勤務時間管理員・補助員指名 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 令和元年度事務代理者指名 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 令和２年度事務代理者指名 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 令和３年度事務代理者指名 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度勤務時間報告書 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度勤務時間報告書 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年度勤務時間報告書 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度勤務時間報告書 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度勤務時間報告書 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年度基準給与簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度基準給与簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度基準給与簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 表彰 平成２４年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 表彰 平成２５年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 表彰 平成２６年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 表彰 平成２７年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 表彰 平成２８年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 表彰 平成２９年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 表彰 平成３0年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 表彰 令和元年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 表彰 令和２年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 表彰 令和３年度永年勤続表彰等 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 平成２９年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３0年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 令和元年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 令和２年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 令和３年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公務災害 平成２９年度公務災害補償関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公務災害 平成３0年度公務災害補償関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公務災害 令和元年度公務災害補償関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公務災害 令和２年度公務災害補償関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公務災害 令和３年度公務災害補償関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３0年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和元年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度被扶養者申告書 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３0年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和元年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度共済貸付関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ６年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ６年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ６年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ６年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ６年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度予算要求に係る資料 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ６年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３0年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和元年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄



２0２１年度 管理課 契約 令和３年度年間契約・単価契約関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３0年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和元年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度年間契約・単価契約立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３0年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和元年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３0年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和元年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度契約（一般）関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 出納員 平成２７年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 出納員 平成２８年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 出納員 平成２９年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 出納員 平成３0年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 出納員 令和元年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 出納員 令和２年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 出納員 令和元３年度小口現金支払報告 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 出納員 平成２７年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 出納員 平成２８年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 出納員 平成２９年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 出納員 平成３0年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 出納員 令和元年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 出納員 令和２年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 出納員 令和３年度小口現金支払伺・領収書 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 物品 固定資産台帳 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 物品 少額備品台帳 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 検査・監査 監事監査関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 検査・監査 監事監査関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 検査・監査 監事監査関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 検査・監査 監事監査関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 検査・監査 監事監査関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 検査・監査 管理業務本部指導調査関係 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 検査・監査 管理業務本部指導調査関係 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 検査・監査 管理業務本部指導調査関係 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 検査・監査 管理業務本部指導調査関係 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 検査・監査 管理業務本部指導調査関係 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 平成３0年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 令和元年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 令和元年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 令和元年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 令和元年度実習実施記録簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年度実習実施記録簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年度実習実施記録簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合企画 令和３年度会議・研修及び講習 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合企画 令和３年度自動車検査場見学依頼書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合企画 平成３１年度自動車検査官等研修に係る資料 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合企画 令和２年度自動車検査官等研修に係る資料 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合企画 令和３年度自動車検査官等研修に係る資料 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄



２0１５年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部検査課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部検査課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 北陸信越検査部検査課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成２９年度審査業務量統計表 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３0年度審査業務量統計表 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３１年度審査業務量統計表 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和２年度審査業務量統計表 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(本場） 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(本場） 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(本場） 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(本場） 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(出張） 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(出張） 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(出張） 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績(出張） 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器に係る仕様書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度検査場施設関係 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度検査場施設関係 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度検査場施設関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度検査場施設関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度検査場施設関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査場工事関係 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度検査場工事関係 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査場工事関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査場工事関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査場工事関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度自動車検査機器・施設管理状況関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度自動車検査機器・施設管理状況関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度自動車検査機器・施設管理状況関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度検査機器較正関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度検査機器較正関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度検査機器較正関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄



２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出取下願書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出取下願書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 制動力判定値変更記録表 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 制動力判定値変更記録表 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 制動力判定値変更記録表 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 その他 検査官被服支給関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 その他 検査官被服支給関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 その他 検査官被服支給関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 その他 検査官被服要求表 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 その他 検査官被服要求表 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 その他 検査官被服要求表 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出実績 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出実績 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出取下願書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 庶務 平成３１年度検査官印管理簿・使用記録簿 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年度検査官印管理簿・使用記録簿 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年度検査官印管理簿・使用記録簿 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 庶務 平成３１年度高度化判定証管理簿 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年度高度化判定証管理簿 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年度高度化判定証管理簿 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年度業務交番表・朝礼記録 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 安全衛生管理に関すること 平成３１度安全衛生管理関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 安全衛生管理に関すること 令和２度安全衛生管理関係 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 安全衛生管理に関すること 令和３度安全衛生管理関係 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部検査課 2018年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部検査課 2019年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 北陸信越検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等の不備に係る概要報告書 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査機器の改造に係る協議様式 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査機器日常点検整備記録表 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査機器臨時整備関係 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること ヒヤリ・ハット事例記録表 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(検査機器設置時) 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(校正点検等) 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 日常点検時写真（判定値等・封印シール） 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(不備発生時) 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 封印対策機器の封印シール写真 北陸信越検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 北陸信越検査部長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度新規検査等届出 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度新規検査等届出 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度新規検査等届出 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の審査に関すること ２0１９年度ブレーキ判定値 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の審査に関すること ２０２０年度ブレーキ判定値 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の審査に関すること ２0２１年度ブレーキ判定値 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１４年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１５年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１６年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１７年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１８年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１９年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２0年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00９年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２１年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄



２00７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00９年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成１４年度法人文書分類基準表 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること 審査手数料過誤納報告 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度総合検診勤務免除 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度総合検診勤務免除 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度総合検診勤務免除 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度総合検診勤務免除 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度総合検診勤務免除 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度受付記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度受付記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度受付記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度受付記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度受付記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年休暇簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年休暇簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年休暇簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年休暇簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年休暇簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年休暇簿（特別休暇） 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年休暇簿（特別休暇） 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年休暇簿（特別休暇） 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年休暇簿（特別休暇） 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年休暇簿（特別休暇） 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年出勤簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年出勤簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年出勤簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年出勤簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年出勤簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅行命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度旅行命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度旅行命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度旅行命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度旅行命令簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度書留簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成３0年度書留簿 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度書留簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度書留簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度書留簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0１９年度切手受払簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 庶務に関すること ２０２０年度切手受払簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 庶務に関すること ２0２１年度切手受払簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 健康管理 平成２９年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 健康管理 平成３0年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 健康管理 ２0１９年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 健康管理 ２０２０年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 健康管理 ２0２１年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 健康管理 平成２９年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 健康管理 平成３0年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 健康管理 ２0１９年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 健康管理 ２０２０年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 健康管理 ２0２１年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 各種公文書類 自動車検査独立行政法人各種規定類 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 物品に関すること 平成２７年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄



２0１６年度 長岡事務所 物品に関すること 平成２８年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 物品に関すること 平成２９年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 物品に関すること 平成３0年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 物品に関すること ２0１９年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 物品に関すること ２０２０年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 物品に関すること ２0２１年度検査調書・納品書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 旅費に関すること 平成２９年度旅費（概算・精算）請求書 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 旅費に関すること 平成３0年度旅費（概算・精算）請求書 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 旅費に関すること ２0１９年度旅費（概算・精算）請求書 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 旅費に関すること ２０２０年度旅費（概算・精算）請求書 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 旅費に関すること ２0２１年度旅費（概算・精算）請求書 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 公印に関すること ２0１９年度押印記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 公印に関すること ２０２０年度押印記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 公印に関すること ２0２１年度押印記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 検査官印の管理に関すること ２0１９年度検査官印管理・使用簿 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 検査官印の管理に関すること ２０２０年度検査官印管理・使用簿 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 検査官印の管理に関すること ２0２１年度検査官印管理・使用簿 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 平成３0年度総務関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0１９年度総務関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２０２０年度総務関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0２１年度総務関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 平成３0年度審査関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0１９年度審査関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２０２０年度審査関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0２１年度審査関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 平成３0年度施設関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0１９年度施設関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２０２０年度施設関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること ２0２１年度施設関係通達等綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 技術通達綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 総括関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄



２00９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00８年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00９年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙、電子 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度街頭検査実施結果 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度街頭検査実施結果 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0１９年度街頭検査実施結果 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２０２０年度街頭検査実施結果 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0２１年度街頭検査実施結果 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0１９年度審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２０２０年度審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0２１年度審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度審査コースの稼動状況（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度審査コースの稼動状況（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0１９年度審査コースの稼動状況（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２０２０年度審査コースの稼動状況（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 ２0２１年度審査コースの稼動状況（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（月次） 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機器具の管理要領 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度検査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0１９年度検査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２０２０年度検査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0２１年度検査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器管理台帳 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度審査機器管理台帳 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0１９年度審査機器管理台帳 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２０２０年度審査機器管理台帳 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0２１年度審査機器管理台帳 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器整備記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度審査機器整備記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0１９年度審査機器整備記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２０２０年度審査機器整備記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0２１年度審査機器整備記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0１９年度審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２０２０年度審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0２１年度審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査施設等現況 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度審査施設等現況 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0１９年度審査施設等現況 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２０２０年度審査施設等現況 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ２0２１年度審査施設等現況 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 検査場監視装置の購入据付 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 検査用機器修繕記録簿 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設関係綴 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設賠償責任保険関係 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成３0年度重量計の定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること シャッター定期点検 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成２９年度自動車検査機器校正 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成３0年度自動車検査機器校正 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄



２0１９年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること ２0１９年度自動車検査機器校正 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること ２０２０年度自動車検査機器校正 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること ２0２１年度自動車検査機器校正 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度並行輸入自動車届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度並行輸入自動車届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度並行輸入自動車届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度改造自動車等届出書綴 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１８年度 長岡事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長岡事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 自動車の審査業務に関すること ２0１９年度車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 自動車の審査業務に関すること ２０２０年度車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の審査業務に関すること ２0２１年度車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 被服貸与関係 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 被服貸与関係 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 被服貸与関係 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１９年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 検査官被服要求書 北陸信越検査部長岡事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２０２０年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 検査官被服要求書 北陸信越検査部長岡事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 検査官の被服に関すること 検査官被服要求書 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 長岡事務所長 廃棄
２0１0年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２２年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１１年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２３年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１２年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２４年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１３年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２５年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１４年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２６年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１５年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２７年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１６年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２８年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0１７年度 長岡事務所 庶務に関すること 平成２９年度起案簿 北陸信越検査部長岡事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２0２１年度 長岡事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度改造自動車等届出取下願書 北陸信越検査部検査課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 長岡事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 庶務 平成１４年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00３年度 富山事務所 庶務 平成１５年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00４年度 富山事務所 庶務 平成１６年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00５年度 富山事務所 庶務 平成１７年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00６年度 富山事務所 庶務 平成１８年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00７年度 富山事務所 庶務 平成１９年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00８年度 富山事務所 庶務 平成２0年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00９年度 富山事務所 庶務 平成２１年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１0年度 富山事務所 庶務 平成２２年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１１年度 富山事務所 庶務 平成２３年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 庶務 平成２４年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 庶務 平成２５年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 庶務 平成２６年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 庶務 平成２７年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 庶務 平成２８年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年起案簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2003年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00３年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2004年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00４年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2005年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00５年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2006年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00６年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2007年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00７年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2008年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00８年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2009年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00９年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2010年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１0年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2011年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１１年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2012年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2013年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2014年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2015年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄



２0１４年度 富山事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１１年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 庶務 法人文書分類基準表 北陸信越検査部長岡事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年度受付件名簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年度受付件名簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年度受付件名簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年度受付件名簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度受付件名簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年休暇簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年休暇簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年休暇簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年休暇簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年休暇簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年出勤簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年出勤簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年出勤簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年出勤簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年出勤簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年度特殊勤務一覧表 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年度特殊勤務一覧表 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年度特殊勤務一覧表 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年度特殊勤務一覧表 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度特殊勤務一覧表 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年度　総合検診勤務免除 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年度　総合検診勤務免除 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年度　総合検診勤務免除 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年度　総合検診勤務免除 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度　総合検診勤務免除 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年出張計画書・復命書 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年出張計画書・復命書 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年出張計画書・復命書 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年出張計画書・復命書 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年出張計画書・復命書 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 庶務 平成３0年度旅行命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 庶務 切手受払簿　平成３１年 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 庶務 切手受払簿　令和２年 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 切手受払簿　令和３年 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 雑件 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度自動車運行記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 庶務 令和３年度高速道路利用承認簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 公印 平成３１年度検査法人の検査官印貸与簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 公印 令和２年度検査法人の検査官印貸与簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 公印 令和２年度検査法人の検査官印貸与簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 公印 平成３１年度　押印記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 公印 令和２年度　押印記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 公印 令和３年度　押印記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 任免 非常勤職員採用関係 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 任免 非常勤職員採用関係 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 任免 非常勤職員採用関係 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 健康管理 平成２９年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 健康管理 平成３0年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 健康管理 平成３１年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 健康管理 令和２年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 健康管理 令和３年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 旅費 平成２９年度職員旅費請求書 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 旅費 平成３0年度職員旅費請求書 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 旅費 平成３１年度職員旅費請求書 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 旅費 令和２年度職員旅費請求書 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 旅費 令和３年度職員旅費請求書 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 物品 平成２７年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 　７年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 物品 平成２８年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 　７年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 物品 平成２９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 　７年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 物品 平成３0年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 　７年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄



２0１９年度 富山事務所 物品 平成３１年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 　７年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 物品 令和２年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 物品 令和３年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 物品 平成２７年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 　７年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 物品 平成２８年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 　７年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 物品 平成２９年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 　７年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 物品 平成３0年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 物品 平成３１年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 物品 令和２年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 物品 令和３年度納品書綴 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 事務の総合企画 会議・研修及び講習 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 本部 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程 本部 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度　審査業務量統計表 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度　審査業務量統計表 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度　審査業務量統計表 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度　審査業務量統計表 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度　審査業務量統計表 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度　月別業務量統計報告書 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度　月別業務量統計報告書 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度　月別業務量統計報告書 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度　月別業務量統計報告書 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度　月別業務量統計報告書 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度　審査コースの稼働状況 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度　審査コースの稼働状況 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度　審査コースの稼働状況 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度　審査コースの稼働状況 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度　審査コースの稼働状況 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度　保安基準適合性審査業務量実績（本場） 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度　保安基準適合性審査業務量実績（本場） 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度　保安基準適合性審査業務量実績（本場） 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度　街頭検査実施結果 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３0年度　街頭検査実施結果 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度　街頭検査実施結果 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度　街頭検査実施結果 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度　街頭検査実施結果 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 自動車審査手数料過誤納金返還（請求・放棄）報告 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 自動車審査手数料過誤納金返還（請求・放棄）報告 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 自動車審査手数料過誤納金返還（請求・放棄）報告 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 自動車審査手数料過誤納金返還（請求・放棄）報告 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 自動車審査手数料過誤納金返還（請求・放棄）報告 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度　審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度　審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度　審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度　審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度　審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度　審査機器整備記録表 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度　審査機器整備記録表 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度　審査機器整備記録表 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度　審査機器整備記録表 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度　審査機器整備記録表 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度　審査機器管理台帳 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度　審査機器管理台帳 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度　審査機器管理台帳 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度　審査機器管理台帳 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度　審査機器管理台帳 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00３年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00４年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00５年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00６年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00７年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00８年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00９年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１0年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１１年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領 本部 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２00２年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00３年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00４年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00５年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00６年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00７年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00８年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00９年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１0年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１１年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄



２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度　改造自動車等届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１２年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１３年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１４年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１５年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１６年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度　改造自動車等届出書及び添付資料 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　改造自動車等届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　改造自動車等届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　改造自動車等届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　改造自動車等届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度　改造自動車等届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度　並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　並行輸入自動車届出書 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度　並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度　並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度　並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度　並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度　並行輸入自動車届出実績 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出取下願書 北陸信越検査部長岡事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の審査業務に関すること ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の審査業務に関すること ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査業務に関すること ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の審査業務に関すること 実習制度、実習実施記録 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 相談、苦情、要望の処理 相談事案報告 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ２年 2023年3月31日 電子 サーバ 富山事務所長 廃棄
２0１７年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出 北陸信越検査部富山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度新規検査等届出 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出取下書 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１８年度 富山事務所 登録 平成３0年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部富山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 平成３１年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 令和２年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 令和３年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 平成３１年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 令和２年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 令和３年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 平成３１年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 令和２年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 令和３年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0１９年度 富山事務所 登録 平成３１年度実習実施記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２０２０年度 富山事務所 登録 令和２年度実習実施記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２0２１年度 富山事務所 登録 令和３年度実習実施記録簿 北陸信越検査部富山事務所 2022年4月1日 ４年 2025年3月31日 紙 事務室 富山事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１４年度 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１５年度 北陸信越検査部石川事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１６年度 北陸信越検査部石川事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１７年度 北陸信越検査部石川事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１８年度 北陸信越検査部石川事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成１９年度 北陸信越検査部石川事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２0年度 北陸信越検査部石川事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２１年度 北陸信越検査部石川事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２２年度 北陸信越検査部石川事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２３年度 北陸信越検査部石川事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２４年度 北陸信越検査部石川事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２５年度 北陸信越検査部石川事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２６年度 北陸信越検査部石川事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２７年度 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２８年度 北陸信越検査部石川事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 起案簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 起案簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 起案簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 起案簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄



２00２年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１４年度 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１５年度 北陸信越検査部石川事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１６年度 北陸信越検査部石川事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１７年度 北陸信越検査部石川事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１８年度 北陸信越検査部石川事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成１９年度 北陸信越検査部石川事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２0年度 北陸信越検査部石川事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２１年度 北陸信越検査部石川事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２２年度 北陸信越検査部石川事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２３年度 北陸信越検査部石川事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２４年度 北陸信越検査部石川事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２５年度 北陸信越検査部石川事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２６年度 北陸信越検査部石川事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２７年度 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２８年度 北陸信越検査部石川事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 代決簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 代決簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 代決簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 代決簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１４年度 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１５年度 北陸信越検査部石川事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１６年度 北陸信越検査部石川事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１７年度 北陸信越検査部石川事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１８年度 北陸信越検査部石川事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成１９年度 北陸信越検査部石川事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２0年度 北陸信越検査部石川事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２１年度 北陸信越検査部石川事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２２年度 北陸信越検査部石川事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２３年度 北陸信越検査部石川事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２４年度 北陸信越検査部石川事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２５年度 北陸信越検査部石川事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２６年度 北陸信越検査部石川事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２７年度 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２８年度 北陸信越検査部石川事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 庶務 法人文書分類基準表　平成１４年度 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 受付記録簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 受付記録簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 受付記録簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 受付記録簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 受付記録簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 休暇簿　平成２９年 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 休暇簿　平成３0年 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 休暇簿　令和１年 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 休暇簿　令和２年 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 休暇簿　令和３年 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 出勤簿　平成２９年 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 出勤簿　平成３0年 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 出勤簿　令和１年 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 出勤簿　令和２年 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 出勤簿　令和３年 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 旅行命令簿・依頼簿　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 旅行命令簿・依頼簿　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 旅行命令簿・依頼書　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 旅行命令簿・依頼書　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 旅行命令簿・依頼書　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 庶務 調査報告（捜査・訴訟関係）　 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 切手受払簿　令和１年 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 切手受払簿　令和２年 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄



２0２１年度 石川事務所 庶務 切手受払簿　令和３年 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 庶務 書留簿　 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 庶務 書留簿　 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 庶務 書留簿　 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 庶務 書留簿　 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 庶務 書留簿　 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公文書類 会計関係通達文書　 総務部会計課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公文書類 業務参考事務連絡　 総務部 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿　 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿　 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 公印 検査法人の検査官印貸与簿　 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 健康管理 平成２９年度定期健康診断結果書類 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 健康管理 平成３0年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 健康管理 令和１年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 健康管理 令和２年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 健康管理 令和３年度特別健康診断結果書類 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 健康管理 健康診断票 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 旅費 職員旅費請求書　 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 旅費 職員旅費請求書　 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 旅費 職員旅費請求書　 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 旅費 職員旅費請求書　 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 旅費 職員旅費請求書　 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 旅費 旅費請求内訳表　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 旅費 旅費請求内訳表　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 旅費 旅費請求内訳表　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 旅費 旅費請求内訳表　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 旅費 旅費請求内訳表　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 物品 平成２７年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 物品 平成２８年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 物品 平成２９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 物品 平成３0年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 物品 令和１年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 物品 令和１年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 物品 令和２年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄



２0１５年度 石川事務所 物品 平成２７年度納品書 物品納品業者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 物品 平成２８年度納品書 物品納品業者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 物品 平成２９年度納品書 物品納品業者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 物品 平成３0年度納品書 物品納品業者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 物品 令和１年度納品書 物品納品業者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 物品 令和２年度納品書 物品納品業者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 物品 令和３年度納品書 物品納品業者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２４年度 業務部業務課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　令和２年度 業務部業務課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 通達に関する事務連絡　令和３年度 業務部業務課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２４年度 業務部業務課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　令和２年度 業務部業務課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 自動車審査業務通達　令和３年度 業務部業務課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１４年度 業務部業務課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１５年度 業務部業務課 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１６年度 業務部業務課 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１７年度 業務部業務課 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１８年度 業務部業務課 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成１９年度 業務部業務課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２0年度 業務部業務課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２１年度 業務部業務課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２２年度 業務部業務課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２３年度 業務部業務課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　令和１年度 業務部業務課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示　令和２年度 業務部業務課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１４年度 業務部業務課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１５年度 業務部業務課 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１６年度 業務部業務課 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１７年度 業務部業務課 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１８年度 業務部業務課 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成１９年度 業務部業務課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２0年度 業務部業務課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２１年度 業務部業務課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２２年度 業務部業務課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２３年度 業務部業務課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２４年度 業務部業務課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　令和２年度 業務部業務課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準　令和３年度 業務部業務課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１４年度 業務部業務課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１５年度 業務部業務課 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１６年度 業務部業務課 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１７年度 業務部業務課 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１８年度 業務部業務課 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成１９年度 業務部業務課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２0年度 業務部業務課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２１年度 業務部業務課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２２年度 業務部業務課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２３年度 業務部業務課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２４年度 業務部業務課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　令和２年度 業務部業務課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 審査事務規程　令和３年度 業務部業務課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄



２0２１年度 石川事務所 庶務 超過勤務命令簿　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（出張）　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場）　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場）　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場）　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場）　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 保安基準適合性審査業務量実績（本場）　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査手数過誤納報告 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査手数過誤納報告 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査手数過誤納報告 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査手数過誤納報告 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査手数過誤納報告 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ブレーキ判定値変更記録表　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ブレーキ判定値変更記録表　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること ブレーキ判定値変更記録表　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１４年度 業務部業務課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１５年度 業務部業務課 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１６年度 業務部業務課 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１７年度 業務部業務課 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１８年度 業務部業務課 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成１９年度 業務部業務課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２0年度 業務部業務課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２１年度 業務部業務課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２２年度 業務部業務課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２３年度 業務部業務課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２４年度 業務部業務課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２５年度 業務部業務課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２６年度 業務部業務課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２７年度 業務部業務課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２８年度 業務部業務課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成２９年度 業務部業務課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　平成３0年度 業務部業務課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　令和１年度 業務部業務課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　令和２年度 業務部業務課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機械器具の管理要領　令和３年度 業務部業務課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00２年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１４年度 北陸信越検査部石川事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00３年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１５年度 北陸信越検査部石川事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00４年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１６年度 北陸信越検査部石川事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00５年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１７年度 北陸信越検査部石川事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00６年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１８年度 北陸信越検査部石川事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00７年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成１９年度 北陸信越検査部石川事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00８年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２0年度 北陸信越検査部石川事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２00９年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２１年度 北陸信越検査部石川事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１0年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２２年度 北陸信越検査部石川事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１１年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２３年度 北陸信越検査部石川事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２４年度 北陸信越検査部石川事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２５年度 北陸信越検査部石川事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２６年度 北陸信越検査部石川事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２７年度 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２８年度 北陸信越検査部石川事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２４年度 申請者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２５年度 申請者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２６年度 申請者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２７年度 申請者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１６年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２８年度 申請者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄



２0１７年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成２９年度 申請者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　平成３0年度 申請者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　令和１年度 申請者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　令和２年度 申請者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書及び添付資料　令和３年度 申請者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書　平成２９年度 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書　平成３0年度 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書　令和１年度 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書　令和２年度 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書　令和３年度 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　平成２９年度 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　平成３0年度 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査官被服要求書　 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査官被服要求書　 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査官被服要求書　 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１２年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化平成２４年度 北陸信越検査部石川事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１３年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化平成２５年度 北陸信越検査部石川事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１４年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化平成２６年度 北陸信越検査部石川事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１５年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化平成２７年度 北陸信越検査部石川事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化令和１年度 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化令和２年度 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 業務の適正な執行と警察との連携強化令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１７年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度新規検査等届出 北陸信越検査部石川事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度新規検査等届出 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 令和１年度新規検査等届出 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２０２０年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度新規検査等届出 北陸信越検査部石川事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度新規検査等届出 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 登録 令和１年度実習実施記録簿 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１８年度 石川事務所 登録 平成３0年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部石川事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 登録 令和１年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出実績　令和３年度 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等の不備に係る概要報告書 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器の改造に係る協議様式 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器日常点検整備記録表 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器臨時整備関係 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること ヒヤリ・ハット事例記録表 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(検査機器設置時) 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(校正点検等) 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0２１年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 日常点検時写真(判定値等・封印シール) 北陸信越検査部石川事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(不備発生時) 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２0１９年度 石川事務所 自動車の審査業務に関すること 封印対策機器の封印シール写真 北陸信越検査部石川事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 石川事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（外構） 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（機器） 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（設備） 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（総合・建築）１ 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（総合・建築）２ 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２000年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（電気） 北陸信越運輸局　長野運輸支局　整備課 2001年4月1日 ３0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00２年度 長野事務所 庶務 平成１４年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00２年度 長野事務所 庶務 法人文書分類基準表 北陸信越検査部長野事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00２年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00３年度 長野事務所 庶務 平成１５年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00３年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00４年度 長野事務所 庶務 平成１６年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00４年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00５年度 長野事務所 庶務 平成１７年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00５年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00６年度 長野事務所 庶務 平成１８年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00６年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00７年度 長野事務所 庶務 平成１９年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00７年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00８年度 長野事務所 庶務 平成２0年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00８年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00９年度 長野事務所 庶務 平成２１年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２00９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２00９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２00９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２00９年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１0年度 長野事務所 庶務 平成２２年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１0年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１0年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１0年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１0年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄



２0１１年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１１年度 長野事務所 庶務 平成２３年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１１年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 庶務 平成２４年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１２年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 庶務 平成２５年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１３年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 庶務 平成２６年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１４年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 物品 平成２７年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 物品 平成２７年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 庶務 平成２７年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１５年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 物品 平成２８年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 物品 平成２８年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 庶務 平成２８年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１６年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書  届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度新規検査等届出書及び添付書類  届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等受渡台帳 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 書留簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 審査手数料過誤納報告書綴 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度受付件名簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄



２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度総合検診勤務免除綴 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 旅費 平成２９年度職員旅費請求書 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合情報 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年休暇簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年出勤簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 物品 平成２９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 物品 平成２９年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 平成２９年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１７年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 登録 平成３0年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書  届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度新規検査等届出書及び添付書類  届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等受渡台帳 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 書留簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 審査手数料過誤納報告書綴 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度受付件名簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度総合検診勤務免除綴 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度旅行命令・依頼簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 旅費 平成３0年度職員旅費請求書 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合情報 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年休暇簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年出勤簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 物品 平成３0年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 物品 平成３0年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３0年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 平成３0年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１８年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 登録 ２0１９年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 登録 ２0１９年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 登録 ２0１９年度実習実施記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 登録 ２0１９年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄



２0１９年度 長野事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公印 押印記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公印 検査官印貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること ２0１９年度ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 切手受払簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 業務連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 本部からの連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 被服 検査官被服貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 被服 検査官被服要求表 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等の設定画面の写真及び判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度並行輸入自動車届出書  届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度新規検査等届出書及び添付書類  届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度改造自動車等受渡台帳 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 書留簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 審査手数料過誤納報告書綴 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度受付件名簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度総合検診勤務免除綴 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度旅行命令・依頼簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 旅費 ２0１９年度職員旅費請求書 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 給与 ２0１９年勤務時間報告書 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合情報 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年休暇簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年出勤簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 物品 ２0１９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 物品 ２0１９年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0１９年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 ２0１９年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 ２0１９年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0１９年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 ２０２０年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 ２０２０年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 ２０２０年度実習実施記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 ２０２０年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公印 押印記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公印 検査官印貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること ２０２０年度ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 切手受払簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 業務連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 本部からの連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 被服 検査官被服貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 被服 検査官被服要求表 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等の設定画面の写真及び判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度並行輸入自動車届出書  届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度新規検査等届出書及び添付書類  届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度改造自動車等受渡台帳 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 書留簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 審査手数料過誤納報告書綴 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度受付件名簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度総合検診勤務免除綴 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度旅行命令・依頼簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 旅費 ２０２０年度職員旅費請求書 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 給与 ２０２０年勤務時間報告書 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合情報 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄



２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年休暇簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年出勤簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 物品 ２０２０年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 物品 ２０２０年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２０２０年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 ２０２０年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 ２０２０年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２０２０年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 自動車運行記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 ２0２１年度調査依頼書（確認調査１用） 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 ２0２１年度実習計画書兼参加者名簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 ２0２１年度実習実施記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 ２0２１年度登録確認調査業務量報告 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 登録確認調査印管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 登録 登録確認調査印使用記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公印 押印記録簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公印 検査官印貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること ２0２１年度ブレーキ判定値変更記録表 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 切手受払簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 業務連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 本部からの連絡綴 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 被服 検査官被服貸与簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 被服 検査官被服要求表 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等の設定画面の写真及び判定値等確認結果記録表 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度並行輸入自動車届出書  届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度新規検査等届出書及び添付書類  届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度改造自動車等受渡台帳 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 書留簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 審査手数料過誤納報告書綴 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度受付件名簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度総合検診勤務免除綴 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度旅行命令・依頼簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 旅費 ２0２１年度職員旅費請求書 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 給与 ２0２１年勤務時間報告書 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出実績 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度並行輸入自動車届出台帳 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合原因調査実績 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の審査業務に関すること 車両不具合情報 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 街頭検査実施結果 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査コースの稼動状況 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器整備記録表 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器定期点検記録表 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年休暇簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年出勤簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度管理職員特別勤務実績簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度管理職員特別勤務手当整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度超過勤務命令簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 物品 ２0２１年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 物品 ２0２１年度納品書 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公文書類 会計関係通達文書 総務部　会計課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公文書類 共済関係通達文書 総務部　人事課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公文書類 人事関係通達文書 総務部　人事課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公文書類 総務関係通達文書 総務部　総務課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 公文書類 業務参考事務連絡 本部 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車の改造等に関すること ２0２１年度改造自動車等届出書及び添付書類  届出者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 ２0２１年度自動車審査業務通達 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場工事関係（その他） 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル移管・破棄簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 ２0２１年度起案簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 検査部　検査課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 検査部　検査課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 検査部　検査課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 標準文書保存期間基準 北陸信越検査部管理課 2022年4月1日 常用 － 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２0２１年度 長野事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部長野事務所 2022年4月1日 常用 － 電子 サーバ 長野事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 庶務 平成１４年度起案簿 松本事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00３年度 松本事務所 庶務 平成１５年度起案簿 松本事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00４年度 松本事務所 庶務 平成１６年度起案簿 松本事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00５年度 松本事務所 庶務 平成１７年度起案簿 松本事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00６年度 松本事務所 庶務 平成１８年度起案簿 松本事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄



２00７年度 松本事務所 庶務 平成１９年度起案簿 松本事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00８年度 松本事務所 庶務 平成２0年度起案簿 松本事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00９年度 松本事務所 庶務 平成２１年度起案簿 松本事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１0年度 松本事務所 庶務 平成２２年度起案簿 松本事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１１年度 松本事務所 庶務 平成２３年度起案簿 松本事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 庶務 平成２４年度起案簿 松本事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 庶務 平成２５年度起案簿 松本事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 庶務 平成２６年度起案簿 松本事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 庶務 平成２７年度起案簿 松本事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 庶務 平成２８年度起案簿 松本事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度起案簿 松本事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度起案簿 松本事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度起案簿 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度起案簿 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度起案簿 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00３年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00４年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00５年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00６年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00７年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00８年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00９年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１0年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１１年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 北陸信越検査部松本事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 庶務 法人文書分類基準表 北陸信越検査部松本事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度受付件名簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度受付件名簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度受付件名簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度受付件名簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度受付件名簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年休暇簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年休暇簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年休暇簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年休暇簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年休暇簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年出勤簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年出勤簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年出勤簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年出勤簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年出勤簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度超過勤務命令簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度総合検診勤務免除綴 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度総合検診勤務免除綴 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度総合検診勤務免除綴 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度総合検診勤務免除綴 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度総合検診勤務免除綴 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 平成３0年度旅行命令・旅費請求書 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 平成３１年度旅行命令・旅費請求書 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 令和２年度旅行命令・旅費請求書 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 令和３年度旅行命令・旅費請求書 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 切手受払簿 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 切手受払簿 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 切手受払簿 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 庶務 書留簿 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 庶務 書留簿 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 庶務 書留簿 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 庶務 書留簿 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 庶務 書留簿 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 公文書類 総務関係通達文書 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 公文書類 総務関係通達文書 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 公文書類 総務関係通達文書 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 公文書類 総務関係通達文書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 公文書類 総務関係通達文書 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 公文書類 人事関係通達文書 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 公文書類 人事関係通達文書 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄



２0１４年度 松本事務所 公文書類 人事関係通達文書 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 公文書類 人事関係通達文書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 公文書類 人事関係通達文書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 公文書類 共済関係通達文書 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 公文書類 共済関係通達文書 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 公文書類 共済関係通達文書 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 公文書類 共済関係通達文書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 公文書類 共済関係通達文書 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 公文書類 会計関係通達文書 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 公文書類 会計関係通達文書 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 公文書類 会計関係通達文書 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 公文書類 会計関係通達文書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 公文書類 会計関係通達文書 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 公文書類 業務参考事務連絡 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 公文書類 業務参考事務連絡 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 公文書類 業務参考事務連絡 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 公文書類 業務参考事務連絡 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 公文書類 業務参考事務連絡 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 公印 押印記録簿 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 公印 押印記録簿 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 公印 押印記録簿 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 公印 平成３１年度検査官印使用記録簿 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 公印 令和２年度検査官印使用記録簿 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 公印 令和３年度検査官印使用記録簿 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 任免 非常勤職員採用関係 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 任免 非常勤職員採用関係 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 任免 非常勤職員採用関係 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 給与 平成２９年度勤務時間報告書 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 給与 平成３0年度勤務時間報告書 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 給与 平成３１年度勤務時間報告書 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 給与 令和２年度勤務時間報告書 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 給与 令和３年度勤務時間報告書 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 健康管理 平成２９年度特別健康診断結果書類 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 健康管理 平成３0年度特別健康診断結果書類 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 健康管理 平成３１年度特別健康診断結果書類 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 健康管理 令和２年度特別健康診断結果書類 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 健康管理 令和３年度特別健康診断結果書類 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 健康管理 健康診断票 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 健康管理 健康診断票 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 健康管理 健康診断票 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 健康管理 健康診断票 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 旅費 平成２９年度職員旅費請求書 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 旅費 平成３0年度職員旅費請求書 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 物品 平成２７年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 物品 平成２８年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 物品 平成２９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 物品 平成３0年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 物品 平成３１年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 物品 令和２年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 物品 令和３年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 松本事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 物品 平成２７年度納品書 物品納品業者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 物品 平成２８年度納品書 物品納品業者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 物品 平成２９年度納品書 物品納品業者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 物品 平成３0年度検査調書・納品書 松本事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 物品 平成３１年度検査調書・納品書 松本事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 物品 令和２年度検査調書・納品書 松本事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 物品 令和３年度検査調書・納品書 松本事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 通達に関する事務連絡 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 自動車審査業務通達 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00７年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00８年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00９年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１0年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１１年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 国土交通省 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄



２00６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00７年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00８年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00９年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１0年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１１年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 国土交通省 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00７年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00８年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２00９年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１0年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１１年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 松本事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納通知報告 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納通知報告 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納通知報告 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納通知報告 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 審査手数料過誤納通知報告 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器に係る仕様書 松本事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１２年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１３年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１４年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１５年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１６年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 申請者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出書 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度ブレーキ判定値 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度ブレーキ判定値 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度ブレーキ判定値 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 その他 検査官被服要求表 松本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 その他 検査官被服要求表 松本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 その他 検査官被服要求表 松本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度新規検査等届出 松本事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度新規検査等届出 松本事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度新規検査等届出 松本事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度新規検査等届出 松本事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度新規検査等届出 松本事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度日常点検記録簿 松本事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度日常点検記録簿 松本事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度日常点検記録簿 松本事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度日常点検記録簿 松本事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査機器校正 松本事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度検査機器校正 松本事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査機器校正 松本事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査機器校正 松本事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査機器校正 松本事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１７年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査機器定期点検 松本事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１８年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度検査機器定期点検 松本事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査機器定期点検 松本事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査機器定期点検 松本事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査機器定期点検 松本事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 松本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 松本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印シール出納・使用管理簿 松本事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等の不備に係る概要報告書 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等の不備に係る概要報告書 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等の不備に係る概要報告書 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器の改造に係る協議様式 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器の改造に係る協議様式 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器の改造に係る協議様式 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄



２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器日常点検整備記録表 松本事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器臨時整備関係 松本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器臨時整備関係 松本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 検査機器臨時整備関係 松本事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること ヒヤリ・ハット事例記録表 松本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること ヒヤリ・ハット事例記録表 松本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること ヒヤリ・ハット事例記録表 松本事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(検査機器設置時) 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(検査機器設置時) 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(検査機器設置時) 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(校正点検等) 松本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(校正点検等) 松本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(校正点検等) 松本事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 日常点検時写真(判定値等・封印シール) 松本事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(不備発生時) 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(不備発生時) 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等設定画面写真(不備発生時) 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印対策機器の封印シール写真 松本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印対策機器の封印シール写真 松本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 封印対策機器の封印シール写真 松本事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 松本事務所長 廃棄
２0１９年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 松本事務所 2020年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２０２０年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 松本事務所 2021年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２0２１年度 松本事務所 自動車の審査業務に関すること 判定値等確認結果記録表 松本事務所 2022年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 松本事務所長 廃棄
２00９年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 文書 共通 平成２１年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2010年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 文書 共通 法人文書分類基準表 中部検査部管理課管理第２係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 文書 共通 平成２２年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2011年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 文書 共通 法人文書分類基準表 中部検査部管理課管理第２係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 平成２３年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2012年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2012年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 平成２４年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄



２0１３年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 平成２５年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 平成２５年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 平成２７年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 予算 平成２７年度予算関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 予算 平成２７年度施設整備費関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 立替金請求書 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 共通管理経費関係 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 金銭出納帳 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 小口現金購入要求書 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 グリーン購入集計表 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法人財産の管理処分 使用許可関係 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 法人財産の管理処分 月次報告関係 中部検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 受付記録簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 書留簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 平成２９年休暇等承認簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄



２0１７年度 管理課 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年給与所得者の扶養控除（異動）申告書 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年勤務時間報告書 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 住居手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 年末調整関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 基準給与簿 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 管理職特別勤務綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 通勤・住居手当の確認 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公務傷病災害補償 災害補償関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合の運用 健康診断・ドック・レク関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 健康診断票 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任免 非常勤職員関係 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任免 非常勤採用関係 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任免 非常勤給与関係 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度受付記録簿 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 出勤状況報告書 中部検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 受付記録簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 書留簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 平成３0年休暇等承認簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 平成３0年超過勤務命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年給与所得者の扶養控除（異動）申告書 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年勤務時間報告書 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 住居手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 年末調整関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 基準給与簿 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 管理職特別勤務綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 通勤・住居手当の確認 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公務傷病災害補償 災害補償関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合の運用 健康診断・ドック・レク関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 健康診断票 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 中部検査部在職中年 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任免 非常勤職員関係 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任免 非常勤採用関係 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任免 非常勤給与関係 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３0年度受付記録簿 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄



２0１８年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 出勤状況報告書 中部検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 受付記録簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 書留簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 令和元年休暇等承認簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 令和元年病気・特別休暇簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 令和元年出勤簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 令和元年超過勤務命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 児童手当 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 共済貯金申込書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 財形貯蓄申込書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 保険関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務の総合整理 証明関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会議 不法行為防止委員会車検分科会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会議 令和元年度課長会・二火会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年給与所得者の扶養控除（異動）申告書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年勤務時間報告書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 住居手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 年末調整関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 基準給与簿 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 管理職特別勤務綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 通勤・住居手当の確認 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公務傷病災害補償 災害補償関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 宿舎 宿舎関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合の運用 共済組合員証検認関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合の運用 健康診断・ドック・レク関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合の運用 共済貸付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合の運用 共済給付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合の運用 組合員証関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 健康診断票 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 巡視 本部理事長・理事・部長巡視資料 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 巡視 事務所概要綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 中部検査部在職中 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 非常勤職員関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 異動関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 非常勤採用関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 非常勤給与関係 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和元年度受付記録簿 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 出勤状況報告書 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 身分証明 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 事務代理の指名（変更） 中部検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部管理課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 受付記録簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 書留簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 令和２年休暇等承認簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 令和２年病気・特別休暇簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 児童手当 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 共済貯金申込書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 財形貯蓄申込書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄



２０２０年度 管理課 事務の総合整理 保険関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務の総合整理 証明関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会議 不法行為防止委員会車検分科会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会議 令和２年度課長会・二火会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年給与所得者の扶養控除（異動）申告書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年勤務時間報告書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 住居手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 年末調整関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 基準給与簿 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 管理職特別勤務綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 通勤・住居手当の確認 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公務傷病災害補償 災害補償関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 宿舎 宿舎関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合の運用 共済組合員証検認関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合の運用 健康診断・ドック・レク関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合の運用 共済貸付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合の運用 共済給付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合の運用 組合員証関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 健康診断票 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 巡視 本部理事長・理事・部長巡視資料 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 巡視 事務所概要綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 中部検査部在職中 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 非常勤職員関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 異動関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 非常勤採用関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 非常勤給与関係 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度受付記録簿 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 出勤状況報告書 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 身分証明 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 事務代理の指名（変更） 中部検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄



２0１３年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 規定類 審査事務規定 中部検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規定 中部検査部検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 提出簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 事前資料 新規検査等事前書面 中部検査部検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 提出簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 事前資料 新規検査等事前書面 中部検査部検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 提出簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 被服調査関係 中部検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務の総合整理 中央実習センター関係 中部検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄



２0１９年度 検査課 暴力行為等対応関係 不当要求防止責任者の選任関係綴 中部検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係 中部検査部検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事前資料 新規検査等事前書面 中部検査部検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 提出簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 被服調査関係 中部検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務の総合整理 中央実習センター関係 中部検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 暴力行為等対応関係 不当要求防止責任者の選任関係綴 中部検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係 中部検査部検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事前資料 新規検査等事前書面 中部検査部検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部検査課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 常用 常用 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２0年起案簿 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 機器関係通達　　 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 事故防止関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 法規類 自動車審査関係通達 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00８年度 西三河事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部西三河事務所 2009年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿 中部検査部西三河事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１0年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２２年起案簿 中部検査部西三河事務所 2011年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１１年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿 中部検査部西三河事務所 2012年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１２年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿 中部検査部西三河事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１２年度 西三河事務所 改造 平成２４年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１３年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿 中部検査部西三河事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１３年度 西三河事務所 改造 平成２５年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１４年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 中部検査部西三河事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１４年度 西三河事務所 改造 平成２６年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１５年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２７年起案簿 中部検査部西三河事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１５年度 西三河事務所 改造 平成２７年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１６年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２８年起案簿 中部検査部西三河事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１６年度 西三河事務所 改造 平成２８年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年起案簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年受付記録簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇等承認簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成２９年出張計画､復命書 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 給与 平成２９年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 並行輸入 平成２９年受付台帳 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 改造 平成２９年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 改造 平成２９年改造申請受付台帳 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１７年度 西三河事務所 事前届出 平成２９年新規検査等事前届出 中部検査部西三河事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年起案簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年受付記録簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄



２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年休暇等承認簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年超過勤務命令簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年出張計画､復命書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 給与 平成３0年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 並行輸入 平成３0年受付台帳 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 改造 平成３0年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 改造 平成３0年改造申請受付台帳 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事前届出 平成３0年新規検査等事前届出 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年庶務関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年検査官印関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年登録調査員確認印関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年固定資産・小額備品関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年不当要求防止関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年監査関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 公印 平成３0年押印記録簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年書留簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 法規類 平成３0年通達関係 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 業務量統計システム 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３0年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 事務の総合整理 標準文書保存期間基準 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年日常点検表 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 文書閲覧目録 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年飲料水受払簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年高度化判定証管理簿 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年予約指示台数表綴り 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３0年機器定期点検 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３0年校正検査結果 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３0年機器修繕報告関係書類 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１８年度 西三河事務所 管理 平成３0年健康診断票 中部検査部西三河事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年起案簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年受付記録簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年休暇等承認簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年病気・特別休暇簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年出勤簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年超過勤務命令簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年出張計画､復命書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 給与 平成３１年勤務時間報告書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 給与 平成３１年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 並行輸入 平成３１年受付台帳 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 改造 平成３１年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 改造 平成３１年改造申請受付台帳 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事前届出 平成３１年新規検査等事前届出 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年庶務関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年検査官印関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年登録調査員確認印関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年固定資産・小額備品関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年不当要求防止関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年監査関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 公印 平成３１年押印記録簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年書留簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年郵便切手受払簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 法規類 平成３１年通達関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 業務量統計システム 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 標準文書保存期間基準 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年日常点検表 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 文書閲覧目録 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年飲料水受払簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年高度化判定証管理簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務の総合整理 平成３１年人事異動面談記録 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年ブレーキ判定値変更記録表 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年判定値確認記録簿 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年予約指示台数表綴り 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３１年機器定期点検 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３１年校正検査結果 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄



２0１９年度 西三河事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 審査機器・施設 平成３１年機器修繕報告関係書類 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 管理 平成３１年健康診断票 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 任免 非常勤職員関係 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0１９年度 西三河事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部西三河事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年起案簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年受付記録簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年休暇等承認簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年病気・特別休暇簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年出張計画､復命書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 給与 令和２年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 並行輸入 令和２年受付台帳 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 改造 令和２年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 改造 令和２年改造申請受付台帳 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事前届出 令和２年新規検査等事前届出 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年庶務関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年検査官印関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年登録調査員確認印関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年固定資産・小額備品関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年不当要求防止関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年監査関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 公印 令和２年押印記録簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年書留簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年郵便切手受払簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 法規類 令和２年通達関係 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 業務量統計システム 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年日常点検表 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年飲料水受払簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年高度化判定証管理簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和２年人事異動面談記録 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年ブレーキ判定値変更記録表 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年判定値確認記録簿 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年予約指示台数表綴り 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和２年機器定期点検 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和２年校正検査結果 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和２年機器修繕報告関係書類 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 管理 令和２年健康診断票 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２０２０年度 西三河事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部西三河事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄



２0１１年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１１年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１２年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１３年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄



２0１４年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１４年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２７年起案簿 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 事務の総合整理 標準文書保存期間基準 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１５年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２８年起案簿 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２８年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２８年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１６年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年起案簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年受付記録簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年書留簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄



２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇等承認簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 給与 平成２９年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 公印 押印記録簿 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 並行輸入 平成２９年受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 改造 平成２９年受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事前審査 平成２９年受付記録簿（新規検査等事前届出） 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 事前審査 新規検査等事前届出 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１７年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年起案簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年受付記録簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年書留簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年超過勤務命令簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年休暇等承認簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 給与 平成３0年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 公印 押印記録簿 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 並行輸入 平成３0年受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 改造 平成３0年受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事前審査 平成３0年受付記録簿（新規検査等事前届出） 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 事前審査 新規検査等事前届出 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１８年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄



２0１８年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年起案簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年受付記録簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年書留簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年郵便切手受払簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年出勤簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年超過勤務命令簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年休暇等承認簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和元年病気・特別休暇簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 給与 令和元年勤務時間報告書 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 給与 令和元年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 公印 押印記録簿 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 管理 業務中のトラブル事例 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 管理 中央実習センター関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 並行輸入 令和元年受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 改造 令和元年受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事前審査 令和元年受付記録簿（新規検査等事前届出） 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事前審査 新規検査等事前届出 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１９年度 小牧事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部小牧事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年起案簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年受付記録簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年書留簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年郵便切手受払簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年休暇等承認簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和２年病気・特別休暇簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 給与 令和２年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 公印 押印記録簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄



２０２０年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 業務中のトラブル事例 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 中央実習センター関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 並行輸入 令和２年受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 改造 令和２年受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事前審査 令和２年受付記録簿（新規検査等事前届出） 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事前審査 新規検査等事前届出 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年登録調査員確認印関係 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年日常点検表 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年飲料水受払簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年高度化判定証管理簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年ブレーキ判定値変更記録表 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 管理 令和２年判定値確認記録簿 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２０２０年度 小牧事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部小牧事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 申し合わせ事項 自動車検査登録事務所と法人の申し合わせ事項 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１0年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 定員 機構図 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 申し合わせ事項 自動車検査登録事務所と法人の申し合わせ事項 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 定員 機構図 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄



２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 申し合わせ事項 自動車検査登録事務所と法人の申し合わせ事項 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１２年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 定員 機構図 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 申し合わせ事項 自動車検査登録事務所と法人の申し合わせ事項 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１３年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成２６年度） 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成２６年度） 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１４年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成２７年度） 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部豊橋事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成２７年度） 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（平成２７年度） 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１５年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部豊橋事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成２８年度） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 受付記録簿（平成２８年度） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超過勤務命令簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 非常勤職員出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄



２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 事務の総合整理 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（平成２８年度） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成２８年度） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（平成２８年度） 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１６年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 受付記録簿（平成２９年度） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超過勤務命令簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 非常勤職員出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（平成２９年度） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（平成２９年度） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成２９年度） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成２９年度） 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１７年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 受付記録簿（平成３０年度） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超過勤務命令簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 非常勤職員出勤簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（平成３０年度） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（平成３０年度） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超勤関係綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払明細書 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 業務支援依頼書等 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 会議 各種会議関係綴り 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄



２0１８年度 豊橋事務所 管理 官公署届出等関係書類 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 管理 業務中のトラブル・事故事例 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 管理 消耗品関係書類 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 管理 調査・報告関係書類 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 巡視 巡視関係資料綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査 出張計画､復命書 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 派遣依頼 出張予備検査関係書類 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成３０年度） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成３０年度） 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１８年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（平成３１年・令和元年度） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（平成３１年・令和元年度） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超勤関係綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払明細書 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 業務支援依頼書等 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 会議 各種会議関係綴り 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 官公署届出等関係書類 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 業務中のトラブル・事故事例 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 消耗品関係書類 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 管理 調査・報告関係書類 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 巡視 巡視関係資料綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査 出張計画､復命書 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 派遣依頼 出張予備検査関係書類 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（平成３１年・令和元年度） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（平成３１年・令和元年度） 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0１９年度 豊橋事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部豊橋事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２１年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部静岡事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄



２0１0年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２２年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 公印 平成２２年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１0年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部静岡事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２３年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 公印 平成２３年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１１年度 静岡事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部静岡事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２４年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 公印 平成２４年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 審査事務 平成２４年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１２年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２５年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 公印 平成２５年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 審査事務 平成２５年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１３年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２６年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 公印 平成２６年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄



２0１４年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 審査事務 平成２６年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１４年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２７年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 公印 平成２７年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 審査事務 平成２７年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 審査事務 NOX・PM法関係 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１５年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２８年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 公印 平成２８年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 審査事務 平成２８年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１６年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付件名簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付件名簿（並行/改造） 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度新規検査等届出管理台帳 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度出勤簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度休暇簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅費領収書 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度職員旅費請求書 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の綜合企画 文書廃棄 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 公印 平成２９年度押印記録簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 予算 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 被服 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 代休日等指定簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 週休日振替簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 平成２９年度超過勤務命令簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 管理職員特別勤務手当整理 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 検査作業手当実績及び整理 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 事務所基本台帳 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 自動車審査業務量 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 平成２９年度並行輸入自動車申請 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 検査場事故綴 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成２９年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄



２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 公印 平成２９年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 平成２９年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 審査事務 平成２９年度新規検査等事前審査 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１７年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度受付件名簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度受付件名簿（並行/改造） 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度新規検査等届出管理台帳 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度出勤簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度休暇簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅費領収書 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度職員旅費請求書 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の綜合企画 文書廃棄 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 公印 平成３０年度押印記録簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 予算 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 被服 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 代休日等指定簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 週休日振替簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 平成３０年度超過勤務命令簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 管理職員特別勤務手当整理 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 検査作業手当実績及び整理 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 事務所基本台帳 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 自動車審査業務量 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 平成３０年度並行輸入自動車申請 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 検査場事故綴 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 平成３０年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 公印 平成３０年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 平成３０年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 審査事務 平成３０年度新規検査等事前審査 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１８年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度復命書 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 リコール情報・届出 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 暴走族等不法改造関係 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 照会事項関係 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 不当要求・トラブル事例 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 その他 会議、研修等 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度受付件名簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年受付件名簿（並行/改造） 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度新規検査等届出管理台帳 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度出勤簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度休暇簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度旅費領収書 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度職員旅費請求書 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の綜合企画 文書廃棄 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 公印 令和元年度押印記録簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 予算 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 被服 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 代休日等指定簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 週休日振替簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 令和元年度超過勤務命令簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 管理職員特別勤務手当整理 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 検査作業手当実績及び整理 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 事務所基本台帳 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 自動車審査業務量 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄



２0１９年度 静岡事務所 審査事務 令和元年度並行輸入自動車申請 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 検査場事故綴 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和元年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 公印 令和元年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 令和元年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 審査事務 令和元年度新規検査等事前審査 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0１９年度 静岡事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度復命書 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 リコール情報・届出 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 暴走族等不法改造関係 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 照会事項関係 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 不当要求・トラブル事例 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 その他 会議、研修等 中部検査部静岡事務所 2020年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度受付件名簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年受付件名簿（並行/改造） 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度新規検査等届出管理台帳 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度出勤簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度休暇簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度旅費領収書 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の綜合企画 文書廃棄 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 公印 令和２年度押印記録簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 予算 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 被服 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 代休日等指定簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 週休日振替簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 令和２年度超過勤務命令簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 管理職員特別勤務手当整理 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 検査作業手当実績及び整理 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 事務所基本台帳 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 自動車審査業務量 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 令和２年度並行輸入自動車申請 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 検査場事故綴 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和２年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 公印 令和２年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 令和２年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 審査事務 令和２年度新規検査等事前審査 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２０２０年度 静岡事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部静岡事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄



２00９年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１0年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１１年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１２年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１３年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１４年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１５年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄



２0１６年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１６年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２９年度職員旅費請求書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付件名簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成２９年度出張計画書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 公印 平成２９年度押印記録簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 検査確認印 検査確認印簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 行事予定（月毎） 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 平成２９年休暇簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 平成２９年出勤簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 総合検診勤務免除 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 管理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 給与 勤務時間報告書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 給与 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 各種届出 時間外労働・休日労働に関する協定届 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器校正関係 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器点検関係 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等届出書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等事前届出書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 並行輸入自動車届に関する書類 並行輸入自動車届出書 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１７年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３０年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３０年度受付件名簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３０年度出張計画書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 公印 平成３０年度押印記録簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 検査確認印 検査確認印簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 行事予定（月毎） 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 平成３０年休暇簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 平成３０年出勤簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 総合検診勤務免除 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 管理 平成３０年超過勤務命令簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 給与 勤務時間報告書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 給与 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 各種届出 時間外労働・休日労働に関する協定届 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器校正関係 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器点検関係 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄



２0１８年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等届出書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等事前届出書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 並行輸入自動車届に関する書類 並行輸入自動車届出書 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１８年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３１年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 作業用被服関係 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 郵便切手出納簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器修繕等状況報告書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 各所修繕要求 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 照会及び回答で重要な書類 照会事項 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３１年度受付件名簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 平成３１年度出張計画書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 検査確認印 検査確認印簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 行事予定（月毎） 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 平成３１年休暇簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 平成３１年出勤簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 総合検診勤務免除 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 管理 平成３１年超過勤務命令簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 給与 勤務時間報告書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 給与 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 各種届出 時間外労働・休日労働に関する協定届 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器校正関係 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器点検関係 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等届出書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等事前届出書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 並行輸入自動車届に関する書類 並行輸入自動車届出書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0１９年度 沼津事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部沼津事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 作業用被服関係 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 郵便切手出納簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器修繕等状況報告書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 各所修繕要求 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 照会及び回答で重要な書類 照会事項 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和２年度受付件名簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和２年度出張計画書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 公印 令和２年度押印記録簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 検査確認印 検査確認印簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 行事予定（月毎） 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 令和２年休暇簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 令和２年出勤簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 総合検診勤務免除 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 管理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 給与 勤務時間報告書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 給与 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 各種届出 時間外労働・休日労働に関する協定届 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄



２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器校正関係 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器点検関係 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等届出書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等事前届出書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 並行輸入自動車届に関する書類 並行輸入自動車届出書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２０２０年度 沼津事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部沼津事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１0年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１１年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１２年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄



２0１３年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１３年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１４年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2015年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１５年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄



２0１６年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１６年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 審査業務量関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 並行輸入自動車審査済書 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 照会事項 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 検査参考資料 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 調査報告 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 審査機器関係綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 黒煙全数調査関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 審査手数料過誤納金返還報告関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 出勤簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 休暇簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 特別休暇簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 旅行依頼・命令簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 旅費請求書綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 超勤命令簿（兼管理職員特別勤務実績簿） 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 代休日指定簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 各種届出綴 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 健康診断関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 人事 検査手当関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 受付記録簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 押印記録簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 監査関係 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 その他 国からの文章 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１７年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 審査業務量関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 並行輸入自動車審査済書 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 照会事項 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 検査参考資料 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 調査報告 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 審査機器関係綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 黒煙全数調査関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 審査手数料過誤納金返還報告関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 出勤簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 休暇簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 特別休暇簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 旅行依頼・命令簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄



２0１８年度 浜松事務所 人事 旅費請求書綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 超勤命令簿（兼管理職員特別勤務実績簿） 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 代休日指定簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 各種届出綴 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 健康診断関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 人事 検査手当関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 受付記録簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 押印記録簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 監査関係 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 その他 国からの文章 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１８年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 人事関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 総務関係規程綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 会議・研修 会議・研修関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 行政相談、苦情、要望等 相談事案記録簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 リコール情報・届出 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 不正受検等 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 出張計画・復命書綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 非常勤職員関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 旅費関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 昇格通知書 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 被服関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 その他 法人システム関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 審査業務量関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 並行輸入自動車審査済書 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 照会事項 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 検査参考資料 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 調査報告 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 審査機器関係綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 審査手数料過誤納金返還報告関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 出勤簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 休暇簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 特別休暇簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 旅行依頼・命令簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 旅費請求書綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 超勤命令簿（兼管理職員特別勤務実績簿） 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 代休日指定簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 各種届出綴 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 健康診断関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 人事 検査手当関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 受付記録簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 押印記録簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 監査関係 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 その他 国からの文章 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0１９年度 浜松事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部浜松事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 受付記録簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 押印記録簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 監査関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 被服関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 飲料水管理簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄



２０２０年度 浜松事務所 総務 切手受払簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 総務 書留簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 出勤簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 休暇簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 特別休暇簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 旅行依頼・命令簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 旅費請求書綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 超勤命令簿（兼管理職員特別勤務実績簿） 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 健康診断関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 検査手当関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 各種届出綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 出張計画・復命書綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 非常勤職員関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 人事 旅費関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 並行輸入自動車審査済書 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等届出書 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 審査業務量関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 照会事項 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 検査参考資料 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 調査報告 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 審査機器関係綴 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 審査手数料過誤納金返還報告関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 不正受検等 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 判定値確認結果記録表 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 設定判定値確認記録表 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 封印シール出納・使用管理簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 審査事務 制動力判定値変更記録表 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 行政相談、苦情、要望等 相談事案記録簿 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 会議・研修 会議・研修関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 その他 法人システム関係 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２０２０年度 浜松事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部浜松事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２２年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１0年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄



２0１２年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１２年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１３年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１４年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２７年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 常用 2046年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１５年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２８年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 常用 2047年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄



２0１６年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１６年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年受付記録簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇簿（年次休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年勤務時間報告書 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 自動車検査等作業手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 管理職員特別勤務手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年旅行命令簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年旅費（概算、精算）請求書 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車運行記録簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 検査確認調書 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成２９年受付記録簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成２９年起案簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 新規検査等 新規検査等事前届 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 公印 押印記録簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１７年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2018年4月1日 常用 2047年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 常用 2049年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年受付記録簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年休暇簿（年次休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年勤務時間報告書 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 自動車検査等作業手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 管理職員特別勤務手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年旅行命令簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年旅費（概算、精算）請求書 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３0年度自動車運行記録簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 検査確認調書 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 事務の総合整理 非常勤職員関係 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成３0年受付記録簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成３0年起案簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 新規検査等 新規検査等事前届 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 公印 押印記録簿 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１８年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年起案簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年受付記録簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年休暇簿（年次休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年病気・特別休暇簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年出勤簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 超過勤務命令簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年勤務時間報告書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 自動車検査等作業手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 管理職員特別勤務手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 検査小印簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年旅行命令簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄



２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年旅費（概算、精算）請求書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年度課長会・二月会関係綴 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 平成３１年度自動車運行記録簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 検査確認調書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務の総合整理 非常勤職員関係 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成３１年受付記録簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成３１年起案簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 平成３１年出張計画､復命書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任届出書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車審査事務 会議・研修 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 改造 改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 新規検査等 新規検査等事前届 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 公印 押印記録簿 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 岐阜事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部岐阜事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度受付記録簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度書留簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年休暇簿（年次休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年休暇簿（病気・特別休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年勤務時間報告書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度健康診断関係 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年自動車検査等作業手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年管理職員特別勤務手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令・依頼簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令・依頼簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度旅費概算・精算請求書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度旅費概算・精算請求書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度郵便切手受払簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度押印記録簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度検査用小印簿 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度非常勤職員関係 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度被服調査関係書類 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度検査確認調書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和２年度出張計画､復命書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 会議研修 令和２年度会議・研修 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 会議研修 令和２年度課長会・二月会関係綴 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 巡視 令和２年度本部理事長・理事・部長巡視資料 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 巡視 令和２年度事務所概要綴 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和２年度街頭検査派遣依頼 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和２年度講習会・会議等派遣依頼 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和２年度整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 法規類 令和２年度庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 法規類 令和２年度審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 法規類 令和２年度機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 法規類 令和２年度事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 法規類 令和２年度事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和２年度受付記録簿（並行・改造・事前） 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和２年度起案簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和２年度並行輸入自動車届出書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和２年度改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和２年度新規検査等事前届 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 管理 令和２年度不当要求責任者の選任届出書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 管理 令和２年度事故報告関係 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 審査機器・施設 令和２年度定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 審査機器・施設 令和２年度機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２０２０年度 岐阜事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部岐阜事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄



２00９年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１0年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２４年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１２年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２５年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 改造 平成２５年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１３年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄



２0１４年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２６年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 改造 平成２６年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１４年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２７年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 改造 平成２７年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 物品の管理 物品管理簿 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１５年度 飛騨事務所 物品の管理 平成２７年度検査確認調書 中部検査部飛騨事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 1 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２８年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 改造 平成２８年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 物品の管理 物品管理簿 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１６年度 飛騨事務所 物品の管理 平成２８年度検査確認調書 中部検査部飛騨事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事前届出 平成２９年度新規検査等事前届出 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 届出 平成２９年度新規検査等届出 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 物品の管理 物品管理簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 物品の管理 平成２９年度検査確認調書 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成２９年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 改造 平成２９年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 1 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付記録簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇等承認簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２８年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成２９年度復命書 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄



２0１７年度 飛騨事務所 公印 平成２９年度押印記録簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 並行輸入 平成２９年度並行輸入自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１７年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事前届出 平成３0年度新規検査等事前届出 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 届出 平成３0年度新規検査等届出 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 物品の管理 物品管理簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 物品の管理 平成３0年度検査確認調書 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 審査機器・施設 平成３0年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 改造 平成３０年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 1 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度受付記録簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年休暇等承認簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年超過勤務命令簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 平成３0年度復命書 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 公印 平成３0年度押印記録簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 並行輸入 平成３0年度並行輸入自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１８年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事前届出 令和元年度新規検査等事前届出 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 届出 令和元年度新規検査等届出 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 物品の管理 物品管理簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 物品の管理 令和元年度検査確認調書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車審査事務 予約指示台数表綴り 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 審査機器・施設 令和元年度定期点検・校正検査結果 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 改造 令和元年度改造自動車等届出書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度起案簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 1 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 物品の管理 令和元年度物品購入要求書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度受付記録簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年休暇等承認簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年病気・特別休暇簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年出勤簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年超過勤務命令簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和元年度復命書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 公印 令和元年度押印記録簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 並行輸入 令和元年度並行輸入自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0１９年度 飛騨事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部飛騨事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄



２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 物品の管理 令和２年度物品購入要求書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度受付記録簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年休暇等承認簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年病気・特別休暇簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和２年度復命書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 公印 令和２年度押印記録簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２０２０年度 飛騨事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部飛騨事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２00９年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２２年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１0年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１１年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄



２0１２年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 統計 業務量統計システム関係資料 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１２年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 統計 業務量統計システム関係資料 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１３年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１４年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２７年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１５年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２８年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄



２0１６年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１６年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年総合健康診断勤務免除申請書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年週休日の振替等通知簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年超過勤務命令簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 平成２９年書留簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 給与 自動車等検査手当実績及び整理簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車受付台帳 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 改造 改造受付記録簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 改造 改造起案簿 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 改造 改造取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 業務処理 各種事務処理要領 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査受付台帳 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査届出書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規検査等届出書 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１７年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３0年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年出勤簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄



２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年休暇簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年総合健康診断勤務免除申請書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年週休日の振替等通知簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年超過勤務命令簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３０年書留簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 給与 自動車等検査手当実績及び整理簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車受付台帳 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 改造 改造受付記録簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 改造 改造起案簿 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 改造 改造取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 業務処理 各種事務処理要領 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査受付台帳 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査届出書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規検査等届出書 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１８年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年料金後納郵便物差出票（第６号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年切手受払簿（第７号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 規程番号簿（第８号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 細則番号簿（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年代決簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年公示記録簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年公印記録簿（押印） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 公印作成・返納 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年法人文書貸し出し文書許可申請書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年超勤計画要求書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年出張計画書・復命書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧申請書（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 自家用電気工作物点検報告 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 派遣依頼 整備関係講師依頼 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年出勤簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年休暇簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年総合健康診断勤務免除申請書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年週休日の振替等通知簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年超過勤務命令簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 平成３１年書留簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 給与 自動車等検査手当実績及び整理簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車受付台帳 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 改造 改造受付記録簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 改造 改造起案簿 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 改造 改造取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 業務処理 各種事務処理要領 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査受付台帳 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査届出書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規検査等届出書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0１９年度 三重事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部三重事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄



２０２０年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年料金後納郵便物差出票（第６号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年切手受払簿（第７号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 規程番号簿（第８号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 細則番号簿（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年代決簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年公示記録簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年公印記録簿（押印） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 公印作成・返納 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年法人文書貸し出し文書許可申請書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年超勤計画要求書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年出張計画書・復命書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧申請書（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 自家用電気工作物点検報告 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 派遣依頼 整備関係講師依頼 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年休暇簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年総合健康診断勤務免除申請書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年週休日の振替等通知簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年超過勤務命令簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年書留簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 給与 自動車等検査手当実績及び整理簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車受付台帳 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 改造 改造受付記録簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 改造 改造起案簿 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 改造 改造取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 業務処理 各種事務処理要領 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査受付台帳 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査届出書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規検査等届出書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 三重事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部三重事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２１年起案簿 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２２年起案簿 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄



２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１0年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２３年起案簿 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１１年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２４年起案簿 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車審査事務 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１２年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２５年起案簿 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１３年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄



２0１４年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１４年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２６年起案簿 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 常用 常用 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 契約 平成２６年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１５年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 契約 平成２８年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１６年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄



２0１６年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 契約 平成２８年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２８年非常勤職員出勤簿 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２８年旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成２８年職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 給与 平成２８年勤務時間報告書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 給与 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 公印 押印記録簿 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 業務研究会 業務研究会関係書類 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１７年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 契約 平成３0年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３0年非常勤職員出勤簿 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３0年旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３0年職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 給与 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 公印 押印記録簿 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 業務研究会 業務研究会関係書類 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１８年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 契約 平成３１（令和１）年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 審査機器・施設 平成３１（令和１）年度定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄



２0１９年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 街頭検査 平成３１（令和１）年度街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 統計 平成３１（令和１）年度保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 平成３１（令和１）年度事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 改造 平成３１（令和１）年度改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度超勤関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度出張計画､復命書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度郵便切手受払明細書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度郵便切手受払簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 事務連絡連絡文章綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 判定証管理簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 巡視 巡視関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 組合・その他団体 職員組合関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 派遣依頼 平成３１（令和１）年度街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 会議 平成３１（令和１）年度所長会議・三木会関係綴 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 調査・報告 調査・報告関係書類 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度非常勤職員出勤簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務の総合整理 平成３１（令和１）年度自動車運行記録 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 給与 平成３１（令和１）年度勤務時間報告書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 給与 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 公印 押印記録簿 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 並行輸入 平成３１（令和１）年度並行輸入自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 自動車審査事務 平成３１（令和１）年度新規検査等事前届 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0１９年度 四日市事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部四日市事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 契約 令和２年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 審査機器・施設 令和２年度定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 街頭検査 令和２年度街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 統計 令和２年度年度保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 令和２年度年度事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度超勤関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度出張計画､復命書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度郵便切手受払明細書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度郵便切手受払簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 事務連絡連絡文章綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 判定証管理簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 巡視 巡視関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 組合・その他団体 職員組合関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄



２０２０年度 四日市事務所 派遣依頼 令和２年度街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 会議 令和２年度所長会議・三木会関係綴 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 調査・報告 調査・報告関係書類 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度非常勤職員出勤簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車運行記録 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 給与 令和２年度勤務時間報告書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 給与 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 公印 押印記録簿 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和２年度改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和２年度並行輸入自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和２年度新規検査等事前届 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２０２０年度 四日市事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部四日市事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２１年度起案簿 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２00９年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部福井事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２２年度起案簿 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１0年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部福井事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２３年度起案簿 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１１年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部福井事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２４年度起案簿 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２４年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄



２0１２年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１２年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部福井事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２５年度起案簿 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２５年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１３年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部福井事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２６年度起案簿 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２６年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１４年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２７年度起案簿 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２７年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄



２0１５年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１５年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２８年度起案簿 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２８年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１６年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２９年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度起案簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度受付記録簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年休暇等承認簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年病気・特別休暇簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年出勤簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度超過勤務命令簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年非常勤職員出勤簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度旅行命令簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度職員旅費請求書 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度勤務時間報告書 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 平成２９年度管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 公印 押印記録簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 業務研究 業務研究会関係書類 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 検査法人関係 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 並行輸入自動車届出書 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 平成２９年度受付記録簿（並行輸入届出書・改造自動車届出書） 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１７年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2018年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄



２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 平成３0年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度起案簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度受付記録簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年休暇等承認簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年病気・特別休暇簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年出勤簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度超過勤務命令簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年非常勤職員出勤簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度旅行命令簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度職員旅費請求書 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度勤務時間報告書 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３0年度管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 公印 押印記録簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 業務研究 業務研究会関係書類 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 検査法人関係 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 並行輸入自動車届出書 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 平成３0年度受付記録簿（並行輸入届出書・改造自動車届出書） 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１８年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2019年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 平成３１年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度起案簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 課内庶務事務処理関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 被服等貸与記録 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 会議 拡大専務会議関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 会議 支局内課長会議 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 組合・その他団体 時間外労働協定書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 任免 非常勤職員関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度受付記録簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄



２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年休暇等承認簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年病気・特別休暇簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年出勤簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度超過勤務命令簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年非常勤職員出勤簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度旅行命令簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度職員旅費請求書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度勤務時間報告書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 平成３１年度管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 公印 押印記録簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 業務研究 業務研究会関係書類 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 検査法人関係 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 並行輸入自動車届出書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 平成３１年度受付記録簿（並行輸入届出書・改造自動車届出書） 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0１９年度 福井事務所 事務連絡 令和元年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部福井事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 令和２年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度起案簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 課内庶務事務処理関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 被服等貸与記録 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 会議 拡大専務会議関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 会議 支局内課長会議 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 組合・その他団体 時間外労働協定書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 任免 非常勤職員関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度受付記録簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年休暇等承認簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年病気・特別休暇簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年出勤簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度超過勤務命令簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年非常勤職員出勤簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度旅行命令簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度職員旅費請求書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度勤務時間報告書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 令和２年度管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 公印 押印記録簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 業務研究 業務研究会関係書類 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 検査法人関係 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 並行輸入自動車届出書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 令和２年度受付記録簿（並行輸入届出書・改造自動車届出書） 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２０２０年度 福井事務所 事務連絡 令和２年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部福井事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 起案簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 受付記録簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 書留簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 令和３年休暇等承認簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 令和年病気・特別休暇簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄



２0２１年度 管理課 事務の総合整理 旅行命令簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 職員旅費請求書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務室 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 児童手当 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 共済貯金申込書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 財形貯蓄申込書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 保険関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務の総合整理 証明関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会議 不法行為防止委員会車検分科会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会議 令和３年度課長会・二火会関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年給与所得者の扶養控除（異動）申告書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年勤務時間報告書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 住居手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 単身赴任手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 扶養手当認定簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 年末調整関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 基準給与簿 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 管理職特別勤務綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 通勤・住居手当の確認 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 昇格・昇給 昇給昇格関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公務傷病災害補償 災害補償関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 宿舎 宿舎関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合の運用 共済組合員証検認関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合の運用 健康診断・ドック・レク関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合の運用 共済貸付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合の運用 共済給付関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合の運用 組合員証関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 健康診断票 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 巡視 本部理事長・理事・部長巡視資料 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 巡視 事務所概要綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事記録 人事記録（甲）（乙）写し 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 中部検査部在職中 常用 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 非常勤職員関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 異動関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 非常勤採用関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 非常勤給与関係 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 服務 職員の交通事故等相談記録 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 共済関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 人事関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 旅費関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 総務関係通達 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 共済関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 人事関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 旅費関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 総務関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 給与関係綴 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 会計関係綴 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 法規類 会計関係通達 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度起案簿 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度受付記録簿 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 常用 常用 電子 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 会計監査関係 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 タクシーチケット使用申込書綴 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 ＩＣカード貸与簿 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 飲料水管理簿 中部検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 出勤状況報告書 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 身分証明 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 事務代理の指名（変更） 中部検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 消耗品購入関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 審査機器・施設 定期点検記録表 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 審査機器・施設 校正検査記録表 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 審査機器・施設 機器関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 検査確認印関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 検査事務連絡関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 令和３年度予約検査台数指示表 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 厳正な検査 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 独立行政法人設立に伴う検査業務体制について 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄



２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 課内庶務事務処理関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 被服等貸与記録 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 会議 拡大専務会議関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 会議 支局内課長会議 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 組合・その他団体 時間外労働協定書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 任免 非常勤職員関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度受付記録簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 書留簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年休暇等承認簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年病気・特別休暇簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度超過勤務命令簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年非常勤職員出勤簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度勤務時間報告書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 令和３年度管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 公印 押印記録簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 業務研究 業務研究会関係書類 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 検査法人関係 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 並行輸入自動車届出書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 令和３年度受付記録簿（並行輸入届出書・改造自動車届出書） 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 自動車審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 福井事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部福井事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 福井事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 契約 令和３年度物品購入等登録関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 契約 監督検査事務関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 物品の管理 固定資産一覧表 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 審査機器・施設 令和３年度定期点検・校正検査結果 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器更新関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器取扱説明書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器検査成績表 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 審査機器・施設 審査機器仕様書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 街頭検査 令和３年度街頭検査実施結果表綴り 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 統計 令和３年度年度保安基準適合性審査業務量実績「本場」 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 令和３年度年度事務連絡関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 暴力行為等対応マニュアル 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 申し合わせ事項 国と法人の申し合わせ事項 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度超勤関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度出張計画､復命書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度郵便切手受払明細書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度郵便切手受払簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 事務連絡連絡文章綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 判定証管理簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 中央実習センター関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 巡視 巡視関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 組合・その他団体 職員組合関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 派遣依頼 令和３年度街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 会議 令和３年度所長会議・三木会関係綴 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 調査・報告 調査・報告関係書類 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度非常勤職員出勤簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車運行記録 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 給与 令和３年度勤務時間報告書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 給与 自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 公印 押印記録簿 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和３年度改造自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和３年度並行輸入自動車届出書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 自動車審査事務 令和３年度新規検査等事前届 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 四日市事務所長 廃棄



２0２１年度 四日市事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 四日市事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部四日市事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 四日市事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 確認調書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 改造自動車等届に関する書類 改造自動車等届出書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係（通達業連） 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器取扱説明書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 検査場検査機器関係起案 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 その他 設立関係 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 作業用被服関係 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 郵便切手出納簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器修繕等状況報告書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 各所修繕要求 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 照会及び回答で重要な書類 照会事項 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和３年度受付件名簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 令和３年度出張計画書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 公印 令和３年度押印記録簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 検査確認印 検査確認印簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 行事予定（月毎） 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 令和３年休暇簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 令和３年出勤簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 総合検診勤務免除 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 管理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 給与 勤務時間報告書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 給与 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 健康管理 健康管理の記録（健康診断票） 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 各種届出 時間外労働・休日労働に関する協定届 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器校正関係 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 自動車検査場の施設に係る書類 機器点検関係 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等届出書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 新規検査等届に関する書類 新規検査等事前届出書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 並行輸入自動車届に関する書類 並行輸入自動車届出書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 統計 業務量統計システム関係書類 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 沼津事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部沼津事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沼津事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 法人分類基準表・法人文書ファイル管理簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 起案簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 検査確認印関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 公印台帳 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 受付記録簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 押印記録簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 監査関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 被服関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 飲料水管理簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 切手受払簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 総務 書留簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会計 資産管理関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会計 会計関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会計 物品購入・要求関係綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会計 受入・検収関係綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会計 予算関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 出勤簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 休暇簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 特別休暇簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 旅行依頼・命令簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 旅費請求書綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 超勤命令簿（兼管理職員特別勤務実績簿） 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 健康診断関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 検査手当関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 各種届出綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 出張計画・復命書綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 非常勤職員関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 人事 旅費関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 改造自動車等届出書 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 並行輸入自動車審査済書 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等事前届出書 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 新規検査等届出書 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 自動車審査業務関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄



２0２１年度 浜松事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 依頼文書等綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 業務量統計システム 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 審査機器点検校正綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 施設防犯・事故防止関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 審査業務量関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 照会事項 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 検査参考資料 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 調査報告 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 審査機器関係綴 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 審査手数料過誤納金返還報告関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 不正受検等 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 不当要求・トラブル関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 判定値確認結果記録表 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 設定判定値確認記録表 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 封印シール出納・使用管理簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 制動力判定値変更記録表 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 検査機器日常点検記録表 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 行政相談、苦情、要望等 相談事案記録簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 会議・研修 会議・研修関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 その他 法人システム関係 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 浜松事務所 審査事務 事前審査届出管理簿 中部検査部浜松事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 浜松事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 法規類 旅費関係書類 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 法規類 文書管理規程 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 法規類 庶務関係書類 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車の審査関係規定類 自動車検査独立行政法人審査事務規程 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車審査事務 被服調査関係書類 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車審査事務 不当要求責任者の選任 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 自動車審査事務 業務中のトラブル事例 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 物品の管理 令和３年度物品購入要求書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度受付記録簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年休暇等承認簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年病気・特別休暇簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 令和３年度復命書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 公印 令和３年度押印記録簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事前届出 令和３年度新規検査等事前届出 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 届出 令和３年度新規検査等届出 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 窓口相談 文書閲覧目録 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 飛騨事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部飛騨事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 飛騨事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年起案簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年受付記録簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年書留簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年法人文書ファイル管理簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 常用 常用 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年職員旅費請求書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年郵便切手受払簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年休暇等承認簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務の総合整理 令和３年病気・特別休暇簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 給与 令和３年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 組合・その他団体 職員組合関係 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 契約 物品購入等登録関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 契約 監督検査事務関係 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 健康管理 健康診断票 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 公印 押印記録簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 巡視 巡視関係資料 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 定員 機構図 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄



２0２１年度 小牧事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 共済関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 人事関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 旅費関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 会計関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 法規類 庶務関係綴 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴り 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 業務中のトラブル事例 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 中央実習センター関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴り 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 統計 保安基準適合性審査業務量実績 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 並行輸入 令和３年受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 改造 令和３年受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 改造 改造自動車届出書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事前審査 令和３年受付記録簿（新規検査等事前届出） 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事前審査 新規検査等事前届出 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車審査関係法規類 自動車審査関係通達 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 自動車審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年登録調査員確認印関係 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年日常点検表 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年飲料水受払簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年高度化判定証管理簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年ブレーキ判定値変更記録表 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 管理 令和３年判定値確認記録簿 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 小牧事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部小牧事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 小牧事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度復命書 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 相談事案記録簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 リコール情報・届出 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 暴走族等不法改造関係 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 街頭検査関係 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 照会事項関係 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 不当要求・トラブル事例 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 その他 会議、研修等 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度受付件名簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年受付件名簿（並行/改造） 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度新規検査等届出管理台帳 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度出勤簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度休暇簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度旅費領収書 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度職員旅費請求書 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の綜合企画 文書廃棄 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 公印 令和３年度押印記録簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 予算 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 被服 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 代休日等指定簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 週休日振替簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 令和３年度超過勤務命令簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 管理職員特別勤務手当整理 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 検査作業手当実績及び整理 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 事務所基本台帳 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 自動車審査業務量 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 令和３年度並行輸入自動車申請 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 検査場事故綴 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 検査確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 管理 登録確認印関係書類 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 検査場・施設防犯・事故防止関係 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 令和３年度病気・特別休暇簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 公印 令和３年度公印台帳 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 検査場施設関係 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄



２0２１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 自動車の審査関係法規類 審査事務規程 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 令和３年度改造自動車等申請 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 審査事務 令和３年度新規検査等事前審査 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務室 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 静岡事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部静岡事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 静岡事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 検査確認印作成・廃止台帳（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車審査事務 コース施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車審査事務 機器マニアル資料 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車審査事務 出張検査施設機器配置図 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車審査事務 業務連絡・事務連絡 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 改造 改造届出書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 会議・研修 職員の会議・研修（復命・報告含む） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年起案簿（第３号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表（第４号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 事故防止関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係法規類 自動車独立行政法人設立関係通達 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規定 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年料金後納郵便物差出票（第６号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年切手受払簿（第７号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 規程番号簿（第８号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 細則番号簿（第９号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和２年代決簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年公示記録簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年公印記録簿（押印） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 公印作成・返納 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年法人文書貸し出し文書許可申請書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年超勤計画要求書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年出張計画書・復命書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧申請書（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 自動車用検査機器の保守管理に関すること 自家用電気工作物点検報告 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 派遣依頼 整備関係講師依頼 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年受付記録簿（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年休暇簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年総合健康診断勤務免除申請書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年週休日の振替等通知簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年旅費・概算請求書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿・依頼簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 令和３年書留簿（第２号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 給与 自動車等検査手当実績及び整理簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車受付台帳 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 並行輸入 並行輸入取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 改造 改造受付記録簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 改造 改造起案簿 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 改造 改造取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 業務処理 各種事務処理要領 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査受付台帳 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査届出書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規届出等事前書面審査取り下げ願い書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 新規届出等事前書面審査 新規検査等届出書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿（第５号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 常用 常用 電子 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務の総合整理 閲覧目録（第１号様式） 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 三重事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部三重事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 三重事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 法人文書ファイル管理簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 常用 常用 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度受付記録簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度書留簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度起案簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年休暇簿（年次休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年休暇簿（病気・特別休暇用） 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年勤務時間報告書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度健康診断関係 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年自動車検査等作業手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年管理職員特別勤務手当実績及び整理簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令・依頼簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度旅行命令・依頼簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄



２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度旅費概算・精算請求書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度旅費概算・精算請求書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度郵便切手受払簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度押印記録簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度検査用小印簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度非常勤職員関係 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度被服調査関係書類 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度検査確認調書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度自動車運行記録簿 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務の総合整理 令和３年度出張計画､復命書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 会議研修 令和３年度会議・研修 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 会議研修 令和３年度課長会・二月会関係綴 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 巡視 令和３年度本部理事長・理事・部長巡視資料 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 巡視 令和３年度事務所概要綴 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和３年度街頭検査派遣依頼 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和３年度講習会・会議等派遣依頼 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 派遣依頼 令和３年度整備主任、自動車検査員研修関係書類 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 法規類 令和３年度庶務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 法規類 令和３年度審査業務関係通達 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 法規類 令和３年度機器関係通達　　 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 法規類 令和３年度事故防止関係通達 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 法規類 令和３年度事務連絡関係綴 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和３年度受付記録簿（並行・改造・事前） 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和３年度起案簿（並行輸入申請書・改造自動車届出書） 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和３年度並行輸入自動車届出書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和３年度改造自動車等届出書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 並行・改造・事前 令和３年度新規検査等事前届 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 管理 令和３年度不当要求責任者の選任届出書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 管理 令和３年度事故報告関係 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 管理 令和３年度業務中のトラブル事例 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 審査機器・施設 令和３年度定期点検・校正検査結果 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 審査機器・施設 令和３年度機器更新関係書類 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 統計 業務量統計システム 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 岐阜事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部岐阜事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 岐阜事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年起案簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年受付記録簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年休暇等承認簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年病気・特別休暇簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年出勤簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年超過勤務命令簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年旅行命令簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年職員旅費精算請求書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年出張計画､復命書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 給与 令和３年自動車検査作業手当実績及び整理簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 並行輸入 令和３年受付台帳 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 改造 令和３年改造自動車審査結果通知書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 改造 令和３年改造申請受付台帳 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事前届出 令和３年新規検査等事前届出 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年自動車審査手数料過誤納金返還 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年庶務関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年検査官印関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年登録調査員確認印関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年固定資産・小額備品関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年不当要求防止関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年監査関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 公印 令和３年押印記録簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年書留簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年郵便切手受払簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 法規類 令和３年通達関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 業務量統計システム 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年法人文書ファイル移管・廃棄簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年自動車運行記録簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年日常点検表 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年SECOMシステム利用状況報告書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年契約関係書類（検査調書等） 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年飲料水受払簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年高度化判定証管理簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年朝礼記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年所内会議記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年人事異動面談記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年事故緊急対応訓練記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年不当要求防止訓練記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年安全衛生KYT・安全作業マニュアル教育記録 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年ヒヤリハット情報 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年ブレーキ判定値変更記録表 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年判定値確認記録簿 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 被服調査関係書類 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年予約指示台数表綴り 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和３年機器定期点検 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和３年校正検査結果 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 審査機器・施設 機器更新関係書類 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄



２0２１年度 西三河事務所 審査機器・施設 令和３年機器修繕報告関係書類 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 管理 令和３年健康診断票 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年検査トラブル関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務の総合整理 令和３年検査場内事故関係 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 西三河事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部西三河事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 西三河事務所長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（並行輸入申請書） 中部検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 受付記録簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 提出簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 起案簿（改造自動車届出書） 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 検査確認印関係書類 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 予約指示台数表 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 被服調査関係 中部検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務の総合整理 中央実習センター関係 中部検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 暴力行為等対応関係 不当要求防止責任者の選任関係綴 中部検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 申し合わせ事項 整備課と登録部門と法人の申し合わせ事項 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 審査機器・施設 機器更新関係 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 派遣依頼 整備主任、自動車検査員研修関係 中部検査部検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入 並行輸入自動車届出書 中部検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 改造 改造自動車等届出書 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 法規類 審査業務関係通達 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 法規類 機器関係通達 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 法規類 事故防止関係通達 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 規定類 審査事務規程 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 規定類 自動車検査部審査業務等事務規程 中部検査部検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事前資料 新規検査等事前書面 中部検査部検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部検査課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 中部検査部長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（令和２年度） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（令和２年度） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超勤関係綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払明細書 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 業務支援依頼書等 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 会議 各種会議関係綴り 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 官公署届出等関係書類 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 業務中のトラブル・事故事例 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 消耗品関係書類 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 管理 調査・報告関係書類 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 巡視 巡視関係資料綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査 出張計画､復命書 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 派遣依頼 出張予備検査関係書類 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（令和２年度） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（令和２年度） 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２０２０年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 公印 押印記録簿 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 本部・調査・指導 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 並行輸入 受付記録簿（並行輸入） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 改造 受付記録簿（改造自動車） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 新規検査等届出 受付記録簿（新規検査等届出） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 並行輸入 並行輸入自動車届出書（令和３年度） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 新規検査等届出 新規検査等届出書（令和３年度） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 超勤関係綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払明細書 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 郵便切手受払簿 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 業務支援依頼書等 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 会議 各種会議関係綴り 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 官公署届出等関係書類 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 不当要求責任者の選任 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 業務中のトラブル・事故事例 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 消耗品関係書類 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 管理 調査・報告関係書類 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄



２0２１年度 豊橋事務所 巡視 巡視関係資料綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 任免 非常勤職員関係綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査 出張計画､復命書 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 派遣依頼 街頭検査・講習会・会議等派遣依頼 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 派遣依頼 出張予備検査関係書類 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 起案簿（令和３年度） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務の総合整理 法人文書分類基準表 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 共済関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 人事関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 旅費関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 会計関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 庶務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 機器関係通達　　 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係法規類 審査業務関係通達 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 中部検査部審査業務等事務規程 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 法規類 事務連絡関係綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査 検査確認印関係書類 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査 予約指示台数表綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 審査機器・施設 定期点検・校正検査結果 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 審査機器・施設 機器修繕報告関係綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 街頭検査 街頭検査実施結果表綴 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 改造 改造自動車等届出書（令和３年度） 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 自動車の審査関係規定類 審査事務規程 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 豊橋事務所長 廃棄
２0２１年度 豊橋事務所 事務連絡 令和３年度新型コロナウイルス感染症関連文書 中部検査部豊橋事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 豊橋事務所長 廃棄
２00４年度 管理課 共通 法人文書ファイル管理簿 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 常用 - 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 共通 法人分書分類基準表 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 常用 - 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年度受付記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年度受付記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年度受付記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年度受付記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年度受付記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 HD 近畿検査部長 廃棄
2002年度 管理課 共通 平成１４年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2003年度 管理課 共通 平成１５年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2004年度 管理課 共通 平成１６年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2005年度 管理課 共通 平成１７年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2006年度 管理課 共通 平成１８年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2007年度 管理課 共通 平成１９年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2008年度 管理課 共通 平成２０年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2009年度 管理課 共通 平成２１年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2010年度 管理課 共通 平成２２年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2011年度 管理課 共通 平成２３年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 共通 平成２４年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 共通 平成２５年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 共通 平成２６年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 共通 平成２７年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 共通 平成２８年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年度起案簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年出勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年出勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年出勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年出勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年出勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年休暇簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年休暇簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年休暇簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年休暇簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年休暇簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年欠勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年欠勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年欠勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年欠勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年欠勤簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年超過勤務命令簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年超過勤務命令簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年超過勤務命令簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年超過勤務命令簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年超過勤務命令簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年勤務時間管理員指名簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年勤務時間管理員指名簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年勤務時間管理員指名簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄



2018年度 管理課 共通 平成３0年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年旅費請求書 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 勤務時間管理 平成２９年勤務時間報告書 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 勤務時間管理 平成３0年勤務時間報告書 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 勤務時間管理 平成３１年勤務時間報告書 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 勤務時間管理 令和２年勤務時間報告書 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 勤務時間管理 令和３年勤務時間報告書 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 共通 平成２９年度書留簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 共通 平成３0年度書留簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 共通 平成３１年度書留簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年度書留簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年度書留簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共通 平成３１年度切手受払簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 共通 令和２年度切手受払簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 共通 令和３年度切手受払簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 事務の総合整理 平成３１年度人事関係 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度人事関係 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和３年度人事関係 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 事務の総合整理 平成３１年度厚生関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度厚生関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和３年度厚生関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 事務の総合整理 平成３１年度総務関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度総務関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和３年度総務関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス感染拡大防止対策 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス感染拡大防止対策 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス感染拡大防止対策【近畿検査部作成文著】 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 移管
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス感染拡大防止対策 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス感染拡大防止対策【近畿検査部作成文著】 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 移管
2019年度 管理課 事務の総合整理 平成３１年度給与関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 事務の総合整理 令和２年度給与関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 事務の総合整理 令和３年度給与関係文書綴 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 公印 平成３１年度押印記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 公印 令和２年度押印記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 公印 令和３年度押印記録簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年通勤届 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年通勤手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄



２00２年度 管理課 給与 平成１４年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年住居届 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年住居手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年扶養親族届 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2003年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2005年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2006年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2007年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2008年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２０年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2009年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2010年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2012年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 管理課 給与 平成２４年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2013年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 管理課 給与 平成２５年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2014年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 管理課 給与 平成２６年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2015年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 給与 平成２７年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2016年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 給与 平成２８年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2017年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 給与 平成２９年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2018年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 給与 平成３0年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2019年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 給与 平成３１年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 給与 令和２年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 給与 令和３年扶養手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年単身赴任届 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年単身赴任手当認定簿 近畿検査部管理課管理第１係 2011年4月1日 要件を具備しなくなってから５年 要件を具備しなくなってから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 健康管理 平成３１年度健康診断結果 近畿検査部管理課管理第１係 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 健康管理 令和２年度健康診断結果 近畿検査部管理課管理第１係 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 健康管理 令和３年度健康診断結果 近畿検査部管理課管理第１係 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 健康管理 健康診断票 近畿検査部管理課管理第１係 2004年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄



2015年度 管理課 物品の購入 平成２７年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 物品の購入 平成２８年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 物品の購入 平成２９年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 物品の購入 平成３0年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 物品の購入 平成３１年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 物品の購入 令和２年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 物品の購入 令和３年度購入等要求登録 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 物品の購入 平成２７年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 物品の購入 平成２８年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 物品の購入 平成２９年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 物品の購入 平成３0年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 物品の購入 平成３１年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 物品の購入 令和２年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 物品の購入 令和３年度購入等要求一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３１年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度契約登録 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度契約一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度契約台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度完了予定案件一覧表 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３１年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度請求書 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度入札見積合せ執行伺 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度契約締結伺 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 契約 平成２７年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 契約 平成２８年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 契約 平成２９年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 契約 平成３0年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 契約 平成３１年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 契約 令和２年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 契約 令和３年度契約関係綴 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 検収 平成２７年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 検収 平成２８年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 検収 平成２９年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 検収 平成３0年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 検収 平成３１年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 検収 令和２年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 検収 令和３年度検収情報登録 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 検収 平成２７年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 検収 平成２８年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 検収 平成２９年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 検収 平成３0年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 検収 平成３１年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 検収 令和２年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 検収 令和３年度検査確認書 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 小口現金 平成２７年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 小口現金 平成２８年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄



2017年度 管理課 小口現金 平成２９年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 小口現金 平成３0年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 小口現金 平成３１年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 小口現金 令和２年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 小口現金 令和３年度金銭出納帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 小口現金 平成２７年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 小口現金 平成２８年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 小口現金 平成２９年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 小口現金 平成３0年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 小口現金 平成３１年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 小口現金 令和２年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 小口現金 令和３年度小口現金領収書 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 資産管理 令和２年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 資産管理 令和３年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 資産管理 令和２年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 資産管理 令和３年度固定資産台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 管理課 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 管理課 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 管理課 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 管理課 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 管理課 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 資産管理 令和２年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 資産管理 令和３年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 資産管理 令和２年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 資産管理 令和３年度少額備品台帳 近畿検査部管理課管理第２係 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（なにわ建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（和泉建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（京都建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（京都南建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（兵庫建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（姫路建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（奈良建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（滋賀建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（和歌山建物） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（大阪土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（なにわ土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（和泉土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（京都土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（京都南土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（兵庫土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（姫路土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（奈良土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（滋賀土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産管理 不動産鑑定評価書（和歌山土地） 近畿検査部管理課管理第２係 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録確認調査 特定個人情報事務取扱担当者指定簿 近畿検査部管理課 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 近畿検査部管理課 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 近畿検査部管理課 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 近畿検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 近畿検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 近畿検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 近畿検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 近畿検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 近畿検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 登録確認調査 令和２年度業務量報告 近畿検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 登録確認調査 令和３年度業務量報告 近畿検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査 平成３１年度実習計画書兼参加者名簿 近畿検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 登録確認調査 令和２年度実習計画書兼参加者名簿 近畿検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 登録確認調査 令和３年度実習計画書兼参加者名簿 近畿検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録確認調査 平成３１年度実習実施記録簿 近畿検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 管理課 登録確認調査 令和２年度実習実施記録簿 近畿検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 管理課 登録確認調査 令和３年度実習実施記録簿 近畿検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 庶務 平成２９年度受付簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 庶務 平成３0年度受付簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 庶務 平成３１年度受付簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年度受付簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年度受付簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 庶務 平成１４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 庶務 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 庶務 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 庶務 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 庶務 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄



２00７年度 検査課 庶務 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 庶務 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 庶務 平成２0年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 庶務 平成２0年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 庶務 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 庶務 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 庶務 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 庶務 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 庶務 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 庶務 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2012年度 検査課 庶務 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 検査課 庶務 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2013年度 検査課 庶務 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 検査課 庶務 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2014年度 検査課 庶務 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 検査課 庶務 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2015年度 検査課 庶務 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 検査課 庶務 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2016年度 検査課 庶務 平成２８年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 検査課 庶務 平成２８年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2020年度 検査課 庶務 令和２年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2020年度 検査課 庶務 令和２年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2021年度 検査課 庶務 令和３年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2021年度 検査課 庶務 令和３年度起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年休暇簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年休暇簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年休暇簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年休暇簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年休暇簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年代休指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年代休指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年代休指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年代休指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年代休指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年管理職員特別勤務実績 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年管理職員特別勤務実績 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年管理職員特別勤務実績 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年管理職員特別勤務実績 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年管理職員特別勤務実績 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年旅行命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和３年旅費請求書 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 庶務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 庶務 平成３0年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 庶務 平成３１年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 庶務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 庶務 令和２年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 庶務 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2004年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄



2015年度 検査課 会計 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 検査課 会計 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 会計 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 会計 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 会計 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 会計 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 会計 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2012年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2013年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2014年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2015年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部検査課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2016年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄



2017年度 検査課 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2017年度 検査課 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成２９年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2018年度 検査課 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３0年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
2019年度 検査課 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３１年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（令和２年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（令和３年度） 自動車技術総合機構近畿検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 近畿検査部長 廃棄
２00３年度 なにわ事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２00３年度 なにわ事務所 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２00３年度 なにわ事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度受付記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度受付記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度受付記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 HD なにわ事務所長 廃棄
２00２年度 なにわ事務所 共通 平成１４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00３年度 なにわ事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00４年度 なにわ事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00５年度 なにわ事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00６年度 なにわ事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00７年度 なにわ事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00８年度 なにわ事務所 共通 平成２０年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00９年度 なにわ事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１0年度 なにわ事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１１年度 なにわ事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１２年度 なにわ事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１３年度 なにわ事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１４年度 なにわ事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 共通 平成２８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年出勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年出勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年出勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年出勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年出勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年休暇簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年休暇簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年休暇簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年休暇簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年休暇簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年欠勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年欠勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年欠勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年欠勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年欠勤簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年超過勤務命令簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度超過時間管理員指名簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度超過時間管理員指名簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度超過時間管理員指名簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄



２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度旅費請求書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年管理職員特別勤務実績簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度書留簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度書留簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度書留簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度書留簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度書留簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度切手受払簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度切手受払簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 公印 令和２年度押印記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 公印 令和３年度押印記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２00２年度 なにわ事務所 健康管理 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2003年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 共通 平成２９年度休日の振替指定簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 共通 平成３０年度休日の振替指定簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 共通 平成３１年度休日の振替指定簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 共通 令和２年度休日の振替指定簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 共通 令和３年度休日の振替指定簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 資産管理 平成３０年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 資産管理 平成３０年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 資産管理 平成３０年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 資産管理 平成３０年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 物品の管理 平成３０年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄



２0１７年度 なにわ事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 物品の管理 平成３０年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３０年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３１年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 物品の購入 令和２年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 物品の購入 令和３年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３０年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３１年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 物品の購入 令和２年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 物品の購入 令和３年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３０年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 物品の購入 平成３１年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 物品の購入 令和２年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 物品の購入 令和３年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年並行輸入綴（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年並行輸入綴（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（二輪） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１２年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１３年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１４年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１２年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１３年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１４年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１５年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄



２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成２９年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３０年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３１年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１６年度 なにわ事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 ３年 2024年4月1日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
２0１７年度 なにわ事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１８年度 なにわ事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0１９年度 なにわ事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２０２０年度 なにわ事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
２0２１年度 なにわ事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月2日 ５年 2026年4月1日 電子 サーバ なにわ事務所長 廃棄
2019年度 なにわ事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
2020年度 なにわ事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
2021年度 なにわ事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部なにわ事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 なにわ事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2002 和泉事務所 共通 平成１４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2003 和泉事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2004 和泉事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄



2004 和泉事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2005 和泉事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2005 和泉事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2006 和泉事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2006 和泉事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2007 和泉事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2007 和泉事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2008 和泉事務所 共通 平成２0年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2008 和泉事務所 共通 平成２0年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2009 和泉事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2009 和泉事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2010 和泉事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2010 和泉事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2011 和泉事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2011 和泉事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2012 和泉事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2012 和泉事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2013 和泉事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2013 和泉事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2014 和泉事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2014 和泉事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年旅費精算概算請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年作業手当整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年作業手当整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年作業手当整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年作業手当整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年作業手当整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄



2020 和泉事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 事務の総合整理 令和３年度会議(報告) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 事務の総合整理 令和３年度研修綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 健康管理 健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 健康管理 健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 健康管理 健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 健康管理 健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 健康管理 健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 資産管理 平成２７年度資産一覧簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 資産管理 平成２７年度資産一覧簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 資産管理 平成２８年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 資産管理 平成２８年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 資産管理 平成２９年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 資産管理 平成２９年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 資産管理 平成３0年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 資産管理 平成３0年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 資産管理 平成３１年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 資産管理 平成３１年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 資産管理 令和２年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 資産管理 令和２年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 資産管理 令和３年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 資産管理 令和３年度資産一覧簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 資産管理 少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 物品の管理 施設関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 物品の購入 平成２７年度会計関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 物品の購入 平成２８年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 物品の購入 平成２９年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 物品の購入 平成３0年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 物品の購入 平成３１年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 物品の購入 令和２年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 物品の購入 令和３年度会計関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2012 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度通達関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2013 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度通達関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2014 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度通達関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度通達関係綴 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度通達関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度規程・細則関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度規程・細則関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度規程・細則関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度規程・細則関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度規程・細則関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度街検(報告) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検(報告) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検(報告) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴(四輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴(四輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄



2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴(四輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴(四輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴(四輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴(二輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴(二輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴(二輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴(二輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴(二輪) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2012年度 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2013 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2014 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 HD 和泉事務所長 廃棄
2012年度 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2013 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2014 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2015 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度雑件綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２度雑件綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３度雑件綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度事故・トラブル・苦情関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度事故・トラブル・苦情関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度事故・トラブル・苦情関係綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績(四輪､二輪)(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績(四輪､二輪)(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績(四輪､二輪)(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績(四輪､二輪)(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績(四輪､二輪)(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ７相談事案件数(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ７相談事案件数(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ７相談事案件数(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ７相談事案件数(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ７相談事案件数(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄



2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳(平成２９年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳(平成３0年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳(平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳(令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳(令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況(平成２９年度) 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況(平成３0年度) 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況(平成３１年度) 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況(令和２年度) 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況(令和３年度) 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2016 和泉事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度新規検査等届出書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度新規検査等届出書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2017 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度新規検査等届出書（代表届出） 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2018 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度新規検査等届出書（代表届出） 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度新規検査等届出書（代表届出） 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度新規検査等届出書（代表届出） 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度新規検査等届出書（代表届出） 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度取下願書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度連結仕様検討書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2019 和泉事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2020 和泉事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
2021 和泉事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 自動車検査独立法人近畿検査部和泉事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 和泉事務所長 廃棄
２00３年度 京都事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 京都事務所長 －
２00３年度 京都事務所 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00３年度 京都事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 京都事務所長 －
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 HD 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 HD 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 HD 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 HD 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 HD 京都事務所長 廃棄
２00３年度 京都事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00４年度 京都事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00５年度 京都事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00６年度 京都事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00７年度 京都事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00８年度 京都事務所 共通 平成２0年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00９年度 京都事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１0年度 京都事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１１年度 京都事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１２年度 京都事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１３年度 京都事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１４年度 京都事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
2019年度 京都事務所 共通 平成３１年（令和元年）出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年（令和元年）休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年（令和元年）欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年（令和元年）超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄



２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）勤務時間管理員等指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員等指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員等指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年（令和元年）自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１（令和元年）年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 共通 平成３１年度（令和元年度）切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 公印 平成３１年度（令和元年度）押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 事務の総合整理 平成２９年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 事務の総合整理 平成３0年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 事務の総合整理 平成３１年（令和元年）総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 事務の総合整理 令和２年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 事務の総合整理 令和３年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 健康管理 平成２９年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 健康管理 平成３0年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 健康管理 平成３１年度（令和元年度）健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２00２年度 京都事務所 健康管理 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部京都事務所 2003年4月1日 退職してから５年 - 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 資産管理 平成３１年度（令和元年度）固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 資産管理 平成３１年度（令和元年度）少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 物品の管理 平成３１年度（令和元年度）検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 物品の購入 平成３0年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 物品の購入 平成３１年度（令和元年度）納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 物品の管理 令和２年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 物品の管理 令和３年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 物品の購入 平成３0年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 物品の購入 平成３１年度（令和元年度）要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 物品の管理 令和２年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 物品の管理 令和３年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１２年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１３年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１４年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄



２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度（令和元年度）法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１２年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（近運車） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１３年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（近運車） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１４年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（近運車） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（近運車） 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度（令和元年度）法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度（令和元年度）業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 事務の総合整理 平成３１年度（令和元年度）会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 事務の総合整理 令和２年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 事務の総合整理 令和３年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 事務の総合整理 平成３１年度（令和元年度）研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 事務の総合整理 令和２年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 事務の総合整理 令和３年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
2019年度 京都事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 行政相談 閲覧申請 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度（令和元年度）街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１２年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１３年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１４年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１２年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１３年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１４年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１５年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 自動車検査独立行政法人近畿検査部京都事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１６年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年（令和元年）改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度（令和元年度）照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度（令和元年度）不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度（令和元年度）苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度（令和元年度）調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄



２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所

2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３１年度（令和元年度）） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 自動車技術総合機構京都事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 自動車技術総合機構京都事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 登録確認調査 平成３１年度（令和元年度）業務量報告 自動車技術総合機構京都事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム 令和２年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム 令和３年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都事務所長 廃棄
２0１９年度 京都事務所 登録確認調査 平成３１年度（令和元年度）調査依頼書 自動車技術総合機構京都事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２０２０年度 京都事務所 業務量統計システム 令和２年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0２１年度 京都事務所 業務量統計システム 令和３年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部京都事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１７年度 京都事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 自動車技術総合機構京都事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
２0１８年度 京都事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 自動車技術総合機構京都事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 京都事務所長 廃棄



2019年度 京都事務所 事務の総合整理 平成３１年度（令和元年度）度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構京都事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
2020年度 京都事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構京都事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
2021年度 京都事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構京都事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 京都事務所長 廃棄
2003年度 京都南事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 京都南事務所長 廃棄
2003年度 京都南事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 京都南事務所長 廃棄
2006年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 検査官印管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2008年4月1日 廃棄又は欠番の翌年度から３年 廃棄又は欠番の翌年度から３年 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2006年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 検査官印使用記録簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2008年4月1日 廃棄又は欠番の翌年度から３年 廃棄又は欠番の翌年度から３年 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 高度化判定証管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 廃棄又は欠番の翌年度から３年 廃棄又は欠番の翌年度から３年 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２９年度　受付記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３0年度　受付記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　受付記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　受付記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　受付記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2002年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１４年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2003年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１５年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2004年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１６年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2005年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１７年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2006年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１８年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2007年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成１９年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2008年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２0年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2009年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２１年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2010年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２２年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2011年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２３年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２４年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２５年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２６年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２７年度　起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２８年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２９年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３0年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　起案簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　押印記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　押印記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　押印記録簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２９年度　勤務時間管理員指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３0年度　勤務時間管理員指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　勤務時間管理員指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　勤務時間管理員指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　勤務時間管理員指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　事務代理者指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　事務代理者指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　事務代理者指名 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成２９年度書留簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３0年度　書留簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　書留簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　書留簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　書留簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 平成３１（令和元）年度　切手受払簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和２年度　切手受払簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（総務） 令和３年度　切手受払簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　出勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　休暇簿（病休・特休） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　休暇簿（病休・特休） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　休暇簿（病休・特休） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　休暇簿（病休・特休） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　休暇簿（病休・特休） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　休暇簿（年次休暇） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　休暇簿（年次休暇） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　休暇簿（年次休暇） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　休暇簿（年次休暇） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　休暇簿（年次休暇） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　欠勤簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　超過勤務命令簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　自動車等検査手当実績及び整理簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　管理職員特別勤務実績簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　管理職員特別勤務実績簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　管理職員特別勤務実績簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　管理職員特別勤務実績簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄



2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　管理職員特別勤務実績簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　代休日指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　代休日指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　代休日指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　代休日指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　代休日指定簿 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成２９年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３0年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 平成３１（令和元）年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和２年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（人事） 令和３年度　旅費精算システム帳票類 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成２７年度　契約案件綴 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成２８年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成２９年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成３0年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成３１（令和元）年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 令和２年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 令和３年度　契約案件綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 平成３１（令和元）年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 帳票類綴（会計） 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 資産管理 平成２７年度　固定資産台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 資産管理 平成２８年度　固定資産台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 資産管理 平成２９年度　固定資産台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 資産管理 平成３0年度　固定資産台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 資産管理 平成３１（令和元）年度　固定資産・少額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 資産管理 令和２年度　固定資産・少額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 資産管理 令和３年度　固定資産・少額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 資産管理 平成２７年度　少額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 資産管理 平成２８年度　小額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 資産管理 平成２９年度　小額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 資産管理 平成３0年度　小額備品台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２７年度　施設関係 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２８年度　施設関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２９年度　施設関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 施設に関すること 平成３0年度　施設関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２７年度　点検・較正・修理等 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２８年度　点検・較正・修理等 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 施設に関すること 平成２９年度　点検・較正・修理等 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 施設に関すること 平成３0年度　点検・較正・修理等 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度　改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度　改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度　改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度　改造自動車受付台帳 自動車検査独立法人近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度　改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　改造自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度　改造自動車届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　並行輸入自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　並行輸入自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　並行輸入自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　並行輸入自動車受付台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　並行輸入自動車綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　並行輸入自動車綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　並行輸入自動車綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　並行輸入自動車綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度　並行輸入自動車綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　新規検査等届出管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　新規検査等届出管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３１（令和元）年度　新規検査等届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度　新規検査等届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度　新規検査等届出書綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 京都南事務所長 廃棄
2002年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 各種規程綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2002年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 各種細則綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2003年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄



2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　審査事務規程 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度　通達（業務課） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２４年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２５年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２６年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２７年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２８年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２９年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成３0年度　通達 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２９年度　事務連絡・業務連絡 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成３0年度　事務連絡・業務連絡 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2012年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２４年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2013年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２５年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2014年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２６年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2015年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２７年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２８年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２９年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成３0年度　起案文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２８年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成２９年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 6年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成３0年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 6年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 平成３１（令和元）年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 6年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 令和２年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 自動車の検査及び事務に関すること 令和３年度　事故関係 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2016年度 京都南事務所 不当要求に関すること 平成２８年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2017年4月1日 6年 2023年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 不当要求に関すること 平成２９年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ６年 2024年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 不当要求に関すること 平成３0年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 ６年 2025年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 不当要求に関すること 平成３１(令和元)年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 ６年 2026年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 不当要求に関すること 令和２年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 6年 2027年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 不当要求に関すること 令和３年度 不当要求防止対策関係綴 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 6年 2028年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪） 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ７相談事案件数 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ７相談事案件数 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ７相談事案件数 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ７相談事案件数 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ７相談事案件数 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中のトラブル事例 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中のトラブル事例 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中のトラブル事例 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中のトラブル事例 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中のトラブル事例 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄



2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2017年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2018年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 京都南事務所長 廃棄
2019年度 京都南事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2020年度 京都南事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
2021年度 京都南事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 自動車技術総合機構近畿検査部京都南事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 京都南事務所長 廃棄
２00３年度 奈良事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00３年度 奈良事務所 共通 標準文書保存期間基準 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2004年4月1日 常用 - 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2017年度 奈良事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2018年度 奈良事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2019年度 奈良事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2020年度 奈良事務所 共通 令和２年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00２年度 奈良事務所 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00３年度 奈良事務所 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00４年度 奈良事務所 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00５年度 奈良事務所 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00６年度 奈良事務所 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00７年度 奈良事務所 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00８年度 奈良事務所 共通 平成２0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00９年度 奈良事務所 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１0年度 奈良事務所 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１１年度 奈良事務所 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１２年度 奈良事務所 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１３年度 奈良事務所 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１４年度 奈良事務所 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室・サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄



２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 事務の総合整理 平成３１年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和２年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和３年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 事務の総合整理 平成３１年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和２年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和３年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00２年度 奈良事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2003年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 物品の購入 平成３0年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 物品の購入 平成３１年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 物品の購入 令和２年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 物品の購入 令和３年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 物品の購入 平成３0年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 物品の購入 平成３１年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 物品の購入 令和２年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 物品の購入 令和３年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１２年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１３年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１４年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１２年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１３年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１４年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１５年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄



２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所

2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄



２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１６年度 奈良事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２0１７年度 奈良事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１８年度 奈良事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0１９年度 奈良事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２０２０年度 奈良事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
２0２１年度 奈良事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奈良事務所長 廃棄
2019年度 奈良事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2020年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
2021年度 奈良事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 奈良事務所長 廃棄
２00３年度 滋賀事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 滋賀事務所長 廃棄
２00３年度 滋賀事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２00２年度 滋賀事務所 共通 平成１４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00３年度 滋賀事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00４年度 滋賀事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00５年度 滋賀事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00６年度 滋賀事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00７年度 滋賀事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00８年度 滋賀事務所 共通 平成２０年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00９年度 滋賀事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１0年度 滋賀事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１１年度 滋賀事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2012年度 滋賀事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2013年度 滋賀事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１４年度 滋賀事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄



２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
2022年度 滋賀事務所 共通 令和４年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2022年度 滋賀事務所 共通 令和４年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 事務の総合整理 平成３１年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和２年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和３年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 事務の総合整理 平成３１年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和２年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和３年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 共通 平成２９年休日の振替指定簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 共通 平成３0年休日の振替指定簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 共通 平成３１年休日の振替指定簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 共通 令和２年休日の振替指定簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 共通 令和３年休日の振替指定簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 物品の購入 平成３0年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 物品の購入 平成３１年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 物品の購入 令和２年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 物品の購入 令和３年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部滋賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 物品の購入 平成３0年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 物品の購入 平成３１年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 物品の購入 令和２年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 物品の購入 令和３年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2012年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人本部 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2013年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人本部 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１４年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人本部 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人本部 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄



２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（通達） 自動車技術総合機構機構本部 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2012年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2013年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１４年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１５年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（近運車） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 自動車技術総合機構機構本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３０年度業務連絡・事務連絡 自動車技術総合機構機構本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度業務連絡・事務連絡 自動車技術総合機構機構本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 自動車技術総合機構機構本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 自動車技術総合機構機構本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄



２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 滋賀事務所長 廃棄
２0１６年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 平成２８年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2016年4月1日 ５年 2021年4月1日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１７年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 平成２９年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2017年4月1日 ５年 2022年4月1日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１８年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 平成３０年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0１９年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 平成３１年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２０２０年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 令和２年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２１年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 令和３年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２２年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 令和４年度特別休暇事由書類 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２２年度 滋賀事務所 共通 技術指導教官業務実績（超過勤務）管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2021年度 滋賀事務所 職員の人事に関する事項 総合検診勤務免除申請 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2021年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 新型コロナによる禁業 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２２年度 滋賀事務所 安全衛生管理規定第３４条 新型コロナによる禁業 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ６年 2028年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２0２２年度 滋賀事務所 共通 出勤状況報告書 独立行政法人自動車技術総合機構滋賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2019年度 滋賀事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2020年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2020年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
2021年度 滋賀事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部奈良事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 滋賀事務所長 廃棄
２00３年度 和歌山事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２00３年度 和歌山事務所 共通 標準文書保存期間基準 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２00２年度 和歌山事務所 共通 平成１４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00３年度 和歌山事務所 共通 平成１５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00４年度 和歌山事務所 共通 平成１６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00５年度 和歌山事務所 共通 平成１７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00６年度 和歌山事務所 共通 平成１８年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00７年度 和歌山事務所 共通 平成１９年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00８年度 和歌山事務所 共通 平成２０年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00９年度 和歌山事務所 共通 平成２１年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１0年度 和歌山事務所 共通 平成２２年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１１年度 和歌山事務所 共通 平成２３年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2012年度 和歌山事務所 共通 平成２４年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2013年度 和歌山事務所 共通 平成２５年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 共通 平成２６年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 共通 平成２７年度起案簿 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄



２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 健康管理 平成２９年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１３年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2012年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2013年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（通達） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2012年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（近運技） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2013年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（近運技） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（近運技） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（近運技） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2012年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2013年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2012年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2013年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１４年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１５年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１６年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１７年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 健康管理 平成３0年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 物品の購入 平成３0年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄



２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１８年度 和歌山事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度事務代理者指名 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 事務の総合整理 平成３１年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 事務の総合整理 平成３１年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 物品の購入 平成３１年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0１９年度 和歌山事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄



２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度事務代理者指名 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和２年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和２年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 物品の購入 令和２年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度不審案件 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所

2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和２年度） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２０２０年度 和歌山事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
2019年度 和歌山事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
2020年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度事務代理者指名 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和３年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和３年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 物品の購入 令和３年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（近運技） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 試験機関 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入綴（四輪） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄



２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度並行輸入綴（二輪） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度改造検討書綴 届出者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度不審案件 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和３年度） 自動車検査独立法人近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 和歌山事務所長 廃棄
２0２１年度 和歌山事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構近畿検査部和歌山事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 和歌山事務所長 廃棄
２00３年度 兵庫事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 兵庫事務所長 廃棄
２00３年度 兵庫事務所 共通 標準文書保存期間基準 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2004年4月1日 常用 - 電子 HD 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度受付記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00２年度 兵庫事務所 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00３年度 兵庫事務所 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00４年度 兵庫事務所 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00５年度 兵庫事務所 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00６年度 兵庫事務所 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00７年度 兵庫事務所 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00８年度 兵庫事務所 共通 平成２0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00９年度 兵庫事務所 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１0年度 兵庫事務所 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１１年度 兵庫事務所 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１２年度 兵庫事務所 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１３年度 兵庫事務所 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１４年度 兵庫事務所 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度起案簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度出勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度年休暇簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年欠勤簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度超過勤務命令簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄



２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度旅費請求書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 共通 平成３0年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度書留簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 共通 令和２年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 共通 令和３年度切手受払簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成２９年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成３0年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成３１年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和２年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和３年総合検診勤務免除申請書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成３１年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和２年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和３年度会議（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成３１年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和２年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和３年度研修 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 公印 令和２年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 公印 令和３年度押印記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 健康管理 平成２９年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 健康管理 平成３0年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00２年度 兵庫事務所 健康管理 健康診断票 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2003年4月1日 退職してから５年 退職してから５年 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２７年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２８年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２９年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３0年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３１年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 物品の管理 令和２年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 物品の管理 令和３年度納品書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２７年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２８年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 物品の管理 平成２９年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３0年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 物品の管理 平成３１年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 物品の管理 令和２年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 物品の管理 令和３年度要求関係 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１２年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１３年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１４年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄



２0１６年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度法令、告示関係（通達） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度業務連絡・事務連絡 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度街検（報告） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年度ＮＯＸ低減装置に係る自動車排気ガス試験成績書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（四輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入綴（二輪） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１２年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１３年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１４年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１２年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１３年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１４年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１５年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度照会 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度不審案件 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 平成３１年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和２年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事項に係る相談、苦情処理に関すること 令和３年度苦情・情報 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 平成３１年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和２年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 自動車の検査等に属する事務の調査及び統計に関すること 令和３年度調査・報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄



２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ７相談事案件数（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ８検査官被服要求表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑬審査業務中の事故事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑭審査業務中のトラブル事例（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１６年度 兵庫事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ３年 2024年4月1日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ３年 2024年4月1日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２0１７年度 兵庫事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１８年度 兵庫事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0１９年度 兵庫事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２０２０年度 兵庫事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
２0２１年度 兵庫事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 兵庫事務所長 廃棄
2019年度 兵庫事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
2020年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
2021年度 兵庫事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 独立行政法人自動車技術総合機構兵庫事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 兵庫事務所長 廃棄
２00５年度 姫路事務所 共通 審査事務規程 近畿検査部姫路事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２00５年度 姫路事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 近畿検査部姫路事務所 2006年4月1日 常用 - 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00５年度 姫路事務所 共通 標準文書保存期間基準 近畿検査部姫路事務所 2006年4月1日 常用 - 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2018年度 姫路事務所 共通 平成３0年度受付記録簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2019年度 姫路事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度受付記録簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度受付記録簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00２年度 姫路事務所 共通 平成１４年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00３年度 姫路事務所 共通 平成１５年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00４年度 姫路事務所 共通 平成１６年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00５年度 姫路事務所 共通 平成１７年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00６年度 姫路事務所 共通 平成１８年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄



２00７年度 姫路事務所 共通 平成１９年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00８年度 姫路事務所 共通 平成２０年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２00９年度 姫路事務所 共通 平成２１年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１0年度 姫路事務所 共通 平成２２年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１１年度 姫路事務所 共通 平成２３年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2012年度 姫路事務所 共通 平成２４年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2013年度 姫路事務所 共通 平成２５年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１４年度 姫路事務所 共通 平成２６年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 共通 平成２７年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 共通 平成２８年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2018年度 姫路事務所 共通 平成３0年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
2019年度 姫路事務所 共通 平成３１年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度起案簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 HD 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年出勤簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年出勤簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年出勤簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年出勤簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年出勤簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年休暇簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年休暇簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年休暇簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年休暇簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年休暇簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年欠勤簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年欠勤簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年欠勤簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年欠勤簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年欠勤簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年代休指定簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年代休指定簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年代休指定簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年代休指定簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年代休指定簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年超過勤務命令簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年超過勤務命令簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年超過勤務命令簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年超過勤務命令簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年超過勤務命令簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年度勤務時間管理員指名簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度勤務時間管理員指名簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度勤務時間管理員指名簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度事務代理者指名 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度事務代理者指名 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度自動車運行記録簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年自動車等検査手当実績及び整理簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年管理職員特別勤務実績簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 共通 平成２９年度書留簿 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 共通 平成３0年度書留簿 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年度書留簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度書留簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度書留簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 共通 令和２年度切手受払簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 共通 令和３年度切手受払簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 公印 令和２年度押印記録簿 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 公印 令和３年度押印記録簿 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 健康管理 平成３１年度健康診断結果 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 健康管理 令和２年度健康診断結果 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 健康管理 令和３年度健康診断結果 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 資産管理 平成２７年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄



２0１６年度 姫路事務所 資産管理 平成２８年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 資産管理 平成２９年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 資産管理 平成３0年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 資産管理 平成３１年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 資産管理 令和２年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 資産管理 令和３年度固定資産台帳 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 資産管理 平成２７年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 資産管理 平成２８年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 資産管理 平成２９年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 資産管理 平成３0年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 資産管理 平成３１年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 資産管理 令和２年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 資産管理 令和３年度少額備品台帳 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 物品の管理 平成２７年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 物品の管理 平成２８年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 物品の管理 平成２９年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 物品の管理 平成３0年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 物品の管理 平成３１年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 物品の管理 令和２年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 物品の管理 令和３年度検査機器修理関係綴（作業報告書、見積書） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 物品の購入 平成２７年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 物品の購入 平成２８年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 物品の購入 平成２９年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 物品の購入 平成３0年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 物品の購入 平成３１年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 物品の購入 令和２年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 物品の購入 令和３年度納品書綴 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 物品の購入 平成２７年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 物品の購入 平成２８年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 物品の購入 平成２９年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 物品の購入 平成３0年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 物品の購入 平成３１年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 物品の購入 令和２年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 物品の購入 令和３年度要求関係 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ６年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行輸入自動車受付台帳（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行自動車届出綴（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行自動車届出綴（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行自動車届出綴（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行自動車届出綴（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行自動車届出綴（四輪） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年並行自動車届出綴（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年並行自動車届出綴（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年並行自動車届出綴（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年並行自動車届出綴（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年並行自動車届出綴（二輪） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
2013年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１４年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造自動車受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
2013年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１４年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２６年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１５年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２７年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２８年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年改造検討書綴 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年新規検査等事前書面受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年新規検査等事前書面受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年新規検査等事前書面受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年新規検査等事前書面受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年新規検査等事前書面受付台帳 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２９年新規検査等事前書面綴 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３0年新規検査等事前書面綴 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成３１年新規検査等事前書面綴 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和２年新規検査等事前書面綴 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 令和３年新規検査等事前書面綴 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄



２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム １保安基準適合性審査業務量実績（本場）（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ２審査コースの稼働状況（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ３保安基準適合性審査業務量実績（出張）（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ４街頭検査実施結果（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ５新規検査等届出書面届け出実績（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ５新規検査等届出書面届け出実績（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ５並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ６並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ６並行輸入自動車届出実績（四輪、二輪）（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ６改造自動車届出実績（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ７改造自動車届出実績（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ７改造自動車届出実績（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ８相談事案件数（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ８相談事案件数（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ９検査官被服要求表（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ９検査官被服要求表（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ９審査機器定期点検記録表（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑩審査機器定期点検記録表（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑩審査機器定期点検記録表（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑩審査機器整備記録表（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑪審査機器整備記録表（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑪審査機器整備記録表（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑪車両不具合原因調査実績（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合原因調査実績（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合原因調査実績（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑫車両不具合情報（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑬車両不具合情報（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑬車両不具合情報（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑬不当要求・トラブル速報（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑭不当要求・トラブル速報（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑭不当要求・トラブル速報（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑭審査機器管理台帳（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑮審査機器管理台帳（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成２９年度） 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３0年度） 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑮審査施設等現況（平成３１年度） 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和２年度） 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 業務量統計システム ⑯審査施設等現況（令和３年度） 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
2012年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２４年度検査業務参考綴 近畿検査部姫路事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
2013年度 姫路事務所 自動車の検査に関すること 平成２５年度検査業務参考綴 近畿検査部姫路事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 登録確認調査 登録確認調査印管理簿 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１６年度 姫路事務所 登録確認調査 登録確認調査印使用記録簿 近畿検査部姫路事務所 2017年4月1日 常用 欠番の翌年度から３年 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 登録確認調査 平成３１年度調査依頼書 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 登録確認調査 令和２年度調査依頼書 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 登録確認調査 令和３年度調査依頼書 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２0１７年度 姫路事務所 登録確認調査 平成２９年度業務量報告 近畿検査部姫路事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１８年度 姫路事務所 登録確認調査 平成３0年度業務量報告 近畿検査部姫路事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0１９年度 姫路事務所 登録確認調査 平成３１年度業務量報告 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２０２０年度 姫路事務所 登録確認調査 令和２年度業務量報告 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
２0２１年度 姫路事務所 登録確認調査 令和３年度業務量報告 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 姫路事務所長 廃棄
2019年度 姫路事務所 事務の総合整理 平成３１年度新型コロナウィルス関連文書 近畿検査部姫路事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
2020年度 姫路事務所 事務の総合整理 令和２年度新型コロナウィルス関連文書 近畿検査部姫路事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
2021年度 姫路事務所 事務の総合整理 令和３年度新型コロナウィルス関連文書 近畿検査部姫路事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 姫路事務所長 廃棄
２00２年度 中国検査部 文書 平成１４年度法人文書分類基準表 中国検査部管理課 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00３年度 中国検査部 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部管理課 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00４年度 中国検査部 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部管理課 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －



２0１0年度 中国検査部 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部管理課 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１１年度 中国検査部 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１２年度 中国検査部 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１３年度 中国検査部 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１４年度 中国検査部 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１５年度 中国検査部 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１６年度 中国検査部 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部管理課 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00２年度 中国検査部 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00３年度 中国検査部 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00４年度 中国検査部 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00５年度 中国検査部 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00６年度 中国検査部 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00７年度 中国検査部 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00８年度 中国検査部 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２00９年度 中国検査部 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１0年度 中国検査部 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１１年度 中国検査部 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１２年度 中国検査部 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１３年度 中国検査部 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１４年度 中国検査部 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１５年度 中国検査部 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１６年度 中国検査部 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１１年度 中国検査部 文書 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 中国検査部 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 中国検査部 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 中国検査部 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 中国検査部 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部管理課 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 中国検査部 文書 閲覧目録 中国検査部管理課 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 中国検査部長 －
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度受付記録簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度受付記録簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 文書 平成３１年度書留簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 文書 令和２年度書留簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 文書 令和３年度書留簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 中国検査部 文書 平成１４年度起案簿 中国検査部 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 中国検査部 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 中国検査部 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 中国検査部 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 中国検査部 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 中国検査部 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 中国検査部 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 中国検査部 文書 平成２１年度起案・押印記録簿 中国検査部 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 中国検査部 文書 平成２２年度起案・押印記録簿 中国検査部 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 中国検査部 文書 平成２３年度起案・押印記録簿 中国検査部 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 中国検査部 文書 平成２４年度起案・押印記録簿 中国検査部 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 中国検査部 文書 平成２５年度起案・押印記録簿 中国検査部 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 中国検査部 文書 平成２６年度起案・押印記録簿 中国検査部 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 中国検査部 文書 平成２７年度起案・押印記録簿 中国検査部 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 中国検査部 文書 平成２７年度起案・押印記録簿 中国検査部 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 文書 平成２８年度起案・押印記録簿 中国検査部 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 文書 平成２８年度起案・押印記録簿 中国検査部 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度起案・押印記録簿 中国検査部 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 文書 平成２９年度起案・押印記録簿 中国検査部 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度起案・押印記録簿 中国検査部 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 文書 平成３0年度起案・押印記録簿 中国検査部 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度起案・押印記録簿 中国検査部 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 文書 令和元年度起案・押印記録簿 中国検査部 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 文書 令和２年度起案・押印記録簿 中国検査部 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 文書 令和３年度起案・押印記録簿 中国検査部 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公印 公印の廃止・登録届 中国検査部管理課 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄



２00２年度 管理課 管理法規類 平成１４年度庶務関係規程、細則 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 管理法規類 平成１５年度庶務関係規程、細則 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理法規類 令和元年度庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録法規類 令和元年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査法規類 令和元年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 2037年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理法規類 令和元年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 登録法規類 平成２７年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録法規類 令和元年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録法規類 令和３年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄



２0１４年度 検査課 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査法規類 令和元年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査法規類 令和３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２７年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２９年度改正) 中国検査部検査課 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(令和元年度改正) 中国検査部検査課 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(令和２年度改正) 中国検査部検査課 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(令和３年度改正) 中国検査部検査課 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年身分証明関係 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年身分証明関係 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和元年身分証明関係 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年身分証明関係 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年身分証明関係 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 監査・調査 平成２９年監事監査（岡山）（中国以外） 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 監査・調査 平成３0年監事監査（検査部、福山） 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 監査・調査 令和２年監事監査（検査部、鳥取） 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 監査・調査 令和３年監事監査（島根） 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 監査・調査 平成２９年本部内部監査・往査（中国以外） 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 監査・調査 平成３0年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 監査・調査 令和元年度内部監査（中国検査部・鳥取） 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 監査・調査 令和２年度内部監査（中国検査部） 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 監査・調査 令和元年度監査法人監査（検査部） 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 監査・調査 令和元年度管理業務調査・指導関係 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 監査・調査 平成２９年度中国検査部調査・指導計画 中国検査部管理課 2018年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 監査・調査 平成３0年度中国検査部調査・指導計画 中国検査部管理課 2019年4月1日 ４年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 監査・調査 平成３１年度中国検査部調査・指導計画 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 監査・調査 令和２年度中国検査部調査・指導計画 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 監査・調査 令和３年度中国検査部調査・指導計画 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 検査・監査 平成３１年理事長巡視（中止） 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 検査・監査 令和２年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 検査・監査 令和３年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 検査・監査 令和２年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 検査・監査 令和３年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 検査・監査 平成３0年局次長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 検査・監査 平成３１年度　局次長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 検査・監査 令和２年度　局長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 検査・監査 令和３年度　局長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年贈与等報告書 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年贈与等報告書 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和元年贈与等報告書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年贈与等報告書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年贈与等報告書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年資産使用貸借契約 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年資産使用貸借契約 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 資産関係 令和元年資産使用貸借契約 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 資産関係 令和２年資産使用貸借契約 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 資産関係 令和３年資産使用貸借契約 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年事務室等目的外使用許可 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年事務室等目的外使用許可 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 資産関係 令和元年事務室等目的外使用許可 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 資産関係 令和２年事務室等目的外使用許可 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 資産関係 令和３年事務室等目的外使用許可 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年名義使用許可 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年名義使用許可 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和元年名義使用許可 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年名義使用許可 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年名義使用許可 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 資産関係 平成２７年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 資産関係 平成２８年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 資産関係 令和元年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 資産関係 令和２年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 資産関係 令和３年国有財産使用許可関係 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 計画 平成２９年目標・計画 中国検査部長 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 計画 平成３0年目標・計画 中国検査部長 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 計画 令和元年目標・計画 中国検査部長 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 計画 令和２年目標・計画 中国検査部長 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 計画 令和３年目標・計画 中国検査部長 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理調査・報告 平成３１年度宿舎関係調査・報告 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理調査・報告 令和２年度宿舎関係調査・報告 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理調査・報告 令和３年度宿舎関係調査・報告 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録調査・報告 平成３１年登録確認業務調査・報告 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査調査・報告 平成３１年度審査業務関係調査・報告 中国検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄



２0２１年度 検査課 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 管理会議 平成２９年全国管理課長会議 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 管理会議 平成３0年全国管理課長会議 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理会議 令和元年全国管理課長会議 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理会議 令和２年全国管理課長会議 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理会議 令和３年全国管理課長会議 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査会議 平成２９年全国検査課長会議 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査会議 平成３0年全国検査課長会議 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査会議 令和元年全国検査課長会議 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査会議 令和２年全国検査課長会議 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査会議 令和３年全国検査課長会議 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査会議 平成２９年度全国検査関係会議綴 本部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査会議 平成３0年度全国検査関係会議綴 本部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査会議 令和元年度全国検査関係会議綴 本部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査会議 令和２年度全国検査関係会議綴 本部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査会議 令和３年度全国検査関係会議綴 本部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 会議 平成２９年度管内事務所長会議１ 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 会議 平成２９年度管内事務所長会議２ 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 会議 平成３0年度管内事務所長会議２ 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 会議 平成３１年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 会議 令和元年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 管理会議 平成２９年度全国管理担当者会議 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 管理会議 平成３0年度全国管理担当者会議 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理会議 令和元年度全国管理担当者会議 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理会議 令和２年度全国管理担当者会議 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理会議 令和３年度全国管理担当者会議 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 管理会議 平成２９年度中国地区官庁施設保全連絡会議 中国地方整備局 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 管理会議 平成３0年度中国地区官庁施設保全連絡会議 中国地方整備局 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 管理会議 令和元年度中国地区官庁施設保全連絡会議 中国地方整備局 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 管理会議 令和２年度中国地区官庁施設保全連絡会議 中国地方整備局 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 管理会議 令和３年度給与実務初任者等研修会　 人事院中国事務局 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査事故等 令和元年度検査関係事故報告 中国検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査トラブル 令和元年度年度不当要求防止対策報告 中国検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査トラブル 令和２年度年度不当要求防止対策報告 中国検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査トラブル 令和３年度年度不当要求防止対策報告 中国検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 服務 平成２８年度服務関係（事件等） 部長 2017年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2028年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 服務 平成２９年度服務関係（事件等） 部長 2018年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2029年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 服務 平成３0年度服務関係（事件等） 部長 2019年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2029年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 服務 令和元年度服務関係（事件等） 部長 2020年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2030年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 服務 平成２８年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2017年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 服務 平成２９年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2018年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 服務 平成３0年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2019年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2029年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 服務 令和元年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2020年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2030年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 服務 令和２年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2021年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2031年3月31日 紙 部長室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 表彰 平成２９年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 表彰 平成２９年度業績表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 表彰 平成３0年度業績表彰 中国検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２２年度 管理課 庶務 令和４年度非常勤職員関係 中国検査部管理課 2023年4月1日 ５年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１８３００１２ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１８３００１３ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１６３０１８４ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１８３００４６ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１３３００４０ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１９３００３９ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１６３０１１２ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１７３００６２ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１６３０１２９ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１７３００１８ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１７３００１８ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１７３００５６ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１５３００４２ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１５３００６６ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１０３００４５ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１６３０２０３ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１５３００４０ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１４３００８７ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１８３００２９ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１９３００２８ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１９３００５１ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１１３００７８ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１８３００４７ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１６３０１５６ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄



２0１９年度 管理課 庶務 非常勤職員２１９３００８８ 中国検査部管理課 2020年4月1日 退職した日から５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００７７ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００５８ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００５９ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００２９ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００４６ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 非常勤職員２２０３００７１ 中国検査部管理課 2021年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００１９ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００４４ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００５０ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００６９ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００７０ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００７１ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００７２ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００８６ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００８８ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００９７ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３００９７ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３０１６９ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３０１７１ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 非常勤職員２２１３０１７５ 中国検査部管理課 2022年4月1日 退職した日から５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 文書 コロナ対応関係文書 中国検査部管理課 2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 文書 コロナ対応関係文書 中国検査部管理課 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 服務 平成３0年度服務関係（事件等） 中国検査部管理課 2019年4月1日 案件終結の日に係る特定日以後１0年 2030年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 庶務 平成２７年度企画担当自動車検査官指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度企画担当自動車検査官指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度企画担当自動車検査官指名 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年度事務代理指名簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度事務代理指名簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度事務代理指名簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度特定個人情報等事務取扱担当者指定簿 平成３０年　給与実務初任者等研修会 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３0年度特定個人情報等事務取扱担当者指定簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年度特定個人情報等事務取扱担当者指定簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度特定個人情報等事務取扱担当者指定簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度特定個人情報等事務取扱担当者指定簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 危機管理 平成３１年度ALSOK安否確認 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 危機管理 令和２年度ALSOK安否確認 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 危機管理 令和３年度ALSOK安否確認 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 平成３１年度切手受払簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 中国検査部 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 旅費 平成３１年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部長・職員 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 人事 平成２９年休暇簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 人事 平成３0年休暇簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 人事 平成３１年休暇簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年休暇簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年休暇簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 人事 平成２９年欠勤簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 人事 平成３0年欠勤簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 人事 平成３１年欠勤簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年欠勤簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年欠勤簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 人事 平成２９年代休・振替日指定簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 人事 平成３0年代休・振替日指定簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 人事 平成３１年代休・振替日指定簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年代休・振替日指定簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年代休・振替日指定簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 人事 平成２９年総合健診勤務免除申請書 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 人事 平成３0年総合健診勤務免除申請書 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 人事 平成３１年総合健診勤務免除申請書 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年総合健診勤務免除申請書 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年総合健診勤務免除申請書 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 人事 平成２９年出勤簿 中国検査部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 人事 平成３0年出勤簿 中国検査部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄



２0１９年度 中国検査部 人事 平成３１年出勤簿 中国検査部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年出勤簿 中国検査部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年出勤簿 中国検査部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 人事 平成２９年出勤状況報告 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 人事 平成３0年出勤状況報告 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年出勤状況報告 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年出勤状況報告 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年出勤状況報告 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 給与 平成２９年超過勤務命令簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 給与 平成３0年超過勤務命令簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 給与 平成３１年超過勤務命令簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 給与 令和２年超過勤務命令簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 給与 令和３年超過勤務命令簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 給与 平成３１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 給与 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 給与 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2003年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2004年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2005年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2006年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2007年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2008年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２0年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2009年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2010年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2011年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年度扶養親族届・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2012年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年度扶養親族届（～２４．９）・扶養手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2013年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度扶養親族届 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度扶養親族届 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度扶養親族届 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度扶養親族届 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度扶養親族届 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2015年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度扶養手当認定簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2004年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2005年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2006年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2007年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2008年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２0年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2009年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2010年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2011年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年度住居届・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2012年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年度住居届(～２４.９)・住居手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2013年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度住居届 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度住居届 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度住居届 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度住居届 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度住居届 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 平成２５年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2014年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度住居手当認定簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2003年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2004年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2005年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2006年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2007年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2008年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２0年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2009年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2010年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2011年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2012年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年度通勤届・通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2013年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 平成２５年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2014年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2015年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2016年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2017年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2018年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄



２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2019年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2020年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2021年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度通勤手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2022年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 給与 平成１４年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2003年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 給与 平成１５年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2004年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 給与 平成１６年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2005年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 給与 平成１７年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2006年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 給与 平成１８年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2007年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 給与 平成１９年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2008年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 給与 平成２0年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2009年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 給与 平成２１年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2010年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 給与 平成２２年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2011年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 給与 平成２３年度単身赴任届・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2012年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年度単身赴任届(～２４.９)・単身赴任手当認定簿 届出者・中国検査部管理課 2013年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 給与 平成２４年度単身赴任届(２４.１0～） 届出者 2013年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 平成２５年度単身赴任届 届出者 2014年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年度単身赴任届 届出者 2015年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年度単身赴任届 届出者 2016年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度単身赴任届 届出者 2017年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度単身赴任届 届出者 2018年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度単身赴任届 届出者 2019年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度単身赴任届 届出者 2020年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度単身赴任届 届出者 2021年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度単身赴任届 届出者 2022年4月1日 ５年 - 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 給与 平成２５年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2014年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 給与 平成２６年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2015年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 給与 平成２７年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度単身赴任手当認定簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 喪失した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年勤務時間報告書 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年勤務時間報告書 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年勤務時間報告書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年勤務時間報告書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年勤務時間報告書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年年末調整申告書等（写し） 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年年末調整申告書等（写し） 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年年末調整申告書等（写し） 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年年末調整申告書等（写し） 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年年末調整申告書等（写し） 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和元年度諸手当現況確認書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度諸手当現況確認書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度諸手当現況確認書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年基準給与簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３0年基準給与簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 平成３１年基準給与簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年基準給与簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年基準給与簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 令和元年度勤勉手当判定書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度勤勉手当判定書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度勤勉手当判定書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 人事 令和元年度人事評価（試行） 中国検査部 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 人事 令和２年度人事評価（試行） 中国検査部 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 人事 令和３年度人事評価（試行） 中国検査部 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 人事 平成３１年度人事関係（異動、昇格、昇任、退職願） 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 人事 令和２年度人事関係（異動、昇格、昇任、退職願） 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 人事 令和３年度人事関係（異動、昇格、昇任、退職願） 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 平成３１年度組合員異動報告書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度組合員異動報告書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度組合員異動報告書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３0年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 平成３１年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度短期給付請求書・領収書（写し） 中国検査部共済組合員 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度貸付申込関係（写し） 中国検査部共済組合員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度貸付申込関係（写し） 中国検査部共済組合員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度貸付申込関係（写し） 中国検査部共済組合員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３0年度貸付申込関係（写し） 中国検査部共済組合員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和年度貸付申込関係（お知らせのみ） 中国検査部共済組合員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和年度貸付申込関係（お知らせのみ） 中国検査部共済組合員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度貸付申込関係（お知らせのみ） 中国検査部共済組合員 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 健康管理 平成１４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2003年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 健康管理 平成１５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2004年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 健康管理 平成１６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2005年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 健康管理 平成１７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2006年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 健康管理 平成１８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2007年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 健康管理 平成１９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2008年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 健康管理 平成２0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2009年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 健康管理 平成２１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2010年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄



２0１0年度 管理課 健康管理 平成２２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2011年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 健康管理 平成２３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2012年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 健康管理 平成２４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2013年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 健康管理 平成２５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2014年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 健康管理 平成２６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2015年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 健康管理 平成２７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2016年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 健康管理 平成２８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2017年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 平成３１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部管理課 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３0年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 平成３１年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度被扶養者申告書（写し） 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 中国検査部 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 中国検査部 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 中国検査部 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 中国検査部 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 中国検査部 会計 令和元年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 中国検査部 会計 令和２年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 中国検査部 会計 令和３年度予算要求資料 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度契約案件綴（購入要求書含む） 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度年間契約検収・請求綴 中国検査部管理課・各事務所長 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３０年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 契約業者・検査課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2018年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2019年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2020年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2021年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度工事等完成図書・図面 中国検査部管理課 2022年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度公共料金立替金請求関係 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度公共料金立替金請求関係 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度公共料金立替金請求関係 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度公共料金立替金請求関係 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度公共料金立替金請求関係 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度公共料金請求書・領収書 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産関係 不動産鑑定評価（建物） 中国検査部管理課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 資産関係 不動産鑑定評価（土地） 中国検査部管理課 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄



２0１６年度 管理課 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 資産関係 平成３１年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 資産関係 平成３１年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部管理課・各事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度小口現金綴（購入要求・領収書・現金出納簿・交付要求書） 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部管理課・各事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 会計 平成２７年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 会計 平成２８年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 会計 平成２９年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 会計 平成３0年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 会計 平成３１年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 会計 令和２年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 会計 令和３年度ICカード貸与簿・使用簿 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 組合 平成３１年度労働組合要求関係 中国検査部管理課・各事務所・組合 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部管理課・各事務所・組合 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部管理課・各事務所・組合 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 登録 平成２９年登録確認調査業務量報告 中国検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 平成３0年登録確認調査業務量報告 中国検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年登録確認調査業務量報告 中国検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年登録確認調査業務量報告 中国検査部管理課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年登録確認調査業務量報告 中国検査部管理課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年調査依頼書（確認調査１用） 岡山・山口運輸支局 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年実習計画兼参加者名簿 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 平成３１年実習実施記録簿（登録確認業務実習実施報告書） 中国検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 令和２年実習実施記録簿（登録確認業務実習実施報告書） 中国検査部管理課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 令和３年実習実施記録簿（登録確認業務実習実施報告書） 中国検査部管理課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査官印 検査官印管理簿(H２８.３.～） 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後６年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査官印 平成２９年度検査官印使用簿 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査官印 平成３0年度検査官印使用簿 中国検査部検査課 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査官印 令和元年度検査官印使用簿 中国検査部検査課 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部検査課 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部検査課 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 改造 平成２４度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 改造 平成２５度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 改造 平成２６度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 改造 平成２７度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 改造 平成２８度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 改造 平成２９度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 改造 平成３0度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 改造 令和元年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部検査課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入 令和元年度年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入 令和２年度年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入 令和３年度年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入 令和元年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 新規 平成２９年新規検査等届出書 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 新規 平成３0年新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄



２0１９年度 検査課 新規 令和元年度年新規検査等届出書（附則２_個車） 届出者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 新規 令和元年度年新規検査等届出書（附則２_代表） 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 新規 令和元年度年新規検査等届出書（附則３_個車） 届出者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 新規 令和元年度年新規検査等届出書（附則４_セミ） 届出者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 新規 令和２年度年新規検査等届出書（附則２_個車） 届出者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 新規 令和２年度年新規検査等届出書（附則２_代表） 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 新規 令和２年度年新規検査等届出書（附則３_個車） 届出者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 新規 令和２年度年新規検査等届出書（附則４_セミ） 届出者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 新規 令和３年度年新規検査等届出書（附則２_個車） 届出者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 新規 令和３年度年新規検査等届出書（附則２_代表） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 新規 令和３年度年新規検査等届出書（附則３_個車） 届出者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 新規 令和３年度年新規検査等届出書（附則４_セミ） 届出者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 連結検討 令和元年度年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 連結検討 令和２年度年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 連結検討 令和３年度年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 中国検査部長 廃棄
２00１年度 中国検査部 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 広島運輸支局 2002年4月1日 ３0年 2032年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 検査機器管理 平成１４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 検査機器管理 平成１５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 検査機器管理 平成１６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 検査機器管理 平成１７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 検査機器管理 平成１８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 検査機器管理 平成１９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 検査機器管理 平成２0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 検査機器管理 平成２１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 検査機器管理 平成２２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 検査機器管理 平成２３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 検査機器管理 平成２４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 検査機器管理 平成２５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査機器管理 令和元年度年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査機器管理 令和２年度年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査機器管理 令和３年度年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 検査機器管理 平成１４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 検査機器管理 平成１５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 検査機器管理 平成１６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00５年度 検査課 検査機器管理 平成１７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00６年度 検査課 検査機器管理 平成１８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00７年度 検査課 検査機器管理 平成１９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00８年度 検査課 検査機器管理 平成２0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２00９年度 検査課 検査機器管理 平成２１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１0年度 検査課 検査機器管理 平成２２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１１年度 検査課 検査機器管理 平成２３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 検査機器管理 平成２４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 検査機器管理 平成２５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査機器管理 令和元年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 検査庶務 令和元年度出張検査関係綴 中国検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 検査庶務 令和２年度出張検査関係綴 中国検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 検査庶務 令和３年度出張検査関係綴 中国検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 並行輸入 令和元年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２00２年度 福山事務所 文書 平成１４年度法人文書分類基準表 中国検査部福山事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00３年度 福山事務所 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部福山事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00４年度 福山事務所 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部福山事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１0年度 福山事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部福山事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１１年度 福山事務所 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１２年度 福山事務所 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１３年度 福山事務所 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１４年度 福山事務所 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１５年度 福山事務所 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１６年度 福山事務所 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00２年度 福山事務所 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00３年度 福山事務所 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00４年度 福山事務所 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00５年度 福山事務所 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00６年度 福山事務所 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00７年度 福山事務所 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －



２00８年度 福山事務所 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２00９年度 福山事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１0年度 福山事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１１年度 福山事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１２年度 福山事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１３年度 福山事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１４年度 福山事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１５年度 福山事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１６年度 福山事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１１年度 福山事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 文書 閲覧目録 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 福山事務所長 －
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度受付記録簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度書留簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度書留簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度書留簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 文書 平成１４年度起案簿 中国検査部福山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部福山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部福山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部福山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部福山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部福山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部福山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 文書 平成２１年度起案簿 中国検査部福山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 文書 平成２２年度起案簿 中国検査部福山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 文書 平成２３年度起案簿 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 文書 平成２４年度起案簿 中国検査部福山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 文書 平成２５年度起案簿 中国検査部福山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 文書 平成２６年度起案簿 中国検査部福山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度起案簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 令和元年度押印記録簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 文書 コロナ対応関係文書 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 文書 コロナ対応関係文書 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 文書 コロナ対応関係文書 中国検査部福山事務所 2023年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係規程、細則 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係規程、細則 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 管理法規類 令和元年度庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄



２00５年度 福山事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査法規類 令和元年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 2037年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 管理法規類 令和元年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査法規類 令和元年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２７年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査・監査 平成２８年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査・監査 平成２９年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査・監査 平成３0年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 監査・調査 平成２８年監事監査（他のみ） 本部 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 監査・調査 平成２９年監事監査（他のみ） 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 監査・調査 平成３0年監事監査（他のみ） 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 監査・調査 令和元年監事監査（他のみ） 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 監査・調査 令和２年監事監査（他のみ） 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 監査・調査 令和３年監事監査（他のみ） 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 監査・調査 平成２９年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 監査・調査 平成３0年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査・監査 平成３0年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査調査・報告 令和元年度審査業務関係調査・報告 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 会議 平成２９年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 会議 平成３0年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会議 令和元年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査事故等 令和元年度検査関係事故報告 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄



２０２０年度 福山事務所 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 トラブル 令和元年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 トラブル 令和２年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 トラブル 令和３年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査トラブル 令和元年度不当要求防止対策報告 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求防止対策報告 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求防止対策報告 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査トラブル 令和元年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査トラブル 平成３0年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査トラブル 令和元年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査トラブル 令和２年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査トラブル 令和３年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 庶務 令和元年度非常勤職員関係 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 庶務 平成２９年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 庶務 平成３0年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 庶務 令和元年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 庶務 令和２年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 庶務 令和３年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 庶務 平成３0年監督職員指定 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 庶務 令和元年監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 庶務 令和元年度切手受払簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 旅費 令和元年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部福山事務所長・職員 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年休暇簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年休暇簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年休暇簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年休暇簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年休暇簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年欠勤簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年欠勤簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年欠勤簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年欠勤簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年欠勤簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年代休・振替日指定簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年代休・振替日指定簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年代休・振替日指定簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年代休・振替日指定簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年代休・振替日指定簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年総合健診勤務免除申請書 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年総合健診勤務免除申請書 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年総合健診勤務免除申請書 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年総合健診勤務免除申請書 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年総合健診勤務免除申請書 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年出勤簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ６年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年出勤簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年出勤簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年出勤簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年出勤簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 人事 平成２９年出勤状況報告 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 人事 平成３0年出勤状況報告 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年出勤状況報告 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年出勤状況報告 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年出勤状況報告 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 給与 平成２９年超過勤務命令簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 給与 平成３0年超過勤務命令簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 給与 令和元年超過勤務命令簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 給与 令和２年超過勤務命令簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 給与 令和３年超過勤務命令簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄



２0１７年度 福山事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 給与 令和元年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 中国検査部長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 給与 令和元年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 給与 令和元年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 給与 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 給与 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 給与 令和元年勤務時間報告書 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 人事 令和元年度人事評価 中国検査部福山事務所長 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 人事 令和２年度人事評価 中国検査部福山事務所長 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 人事 令和３年度人事評価 中国検査部福山事務所長 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 健康管理 平成３0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 健康管理 令和元年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会計 令和元年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会計 令和２年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会計 令和３年度予算要求資料 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 会計 平成２７年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 会計 平成２８年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 会計 平成２９年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 会計 平成３0年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会計 令和元年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会計 令和２年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会計 令和３年度購入要求書 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 会計 平成３0年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会計 令和元年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会計 令和元年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会計 令和２年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会計 令和３年度工事等完成図書・図面 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 資産関係 令和元年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 資産関係 令和２年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 資産関係 令和３年度固定資産一覧表 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 資産関係 令和元年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 資産関係 令和元年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄



２０２０年度 福山事務所 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 会計 令和元年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 組合 令和元年度労働組合要求関係 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査実習 令和元年度検査業務実習記録簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査実習 令和２年度検査業務実習記録簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査実習 令和３年度検査業務実習記録簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査官印 検査官印管理簿(H３１.２.１～） 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査官印 平成３0年度検査官印使用簿 中国検査部福山事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2022年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査官印 令和元年度検査官印使用簿 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 改造 平成２４年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 改造 平成２５年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 改造 平成２６年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 改造 平成２７年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 改造 平成２８年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 改造 平成２９年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 改造 平成３0年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 改造 令和元年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部福山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 並行輸入 令和元年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 並行輸入 令和元年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 並行輸入 令和元年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 新規 平成２９年度新規検査等届出書 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 新規 平成３0年度新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 新規 令和元年度新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 新規 令和２年度新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 新規 令和３年度新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書取下願出書 届出者 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書取下願出書 届出者 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 新規 令和３年度新規検査等届出書取下願出書 届出者 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 連結検討 令和元年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 連結検討 令和２年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 連結検討 令和３年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 福山事務所長 廃棄
２00１年度 福山事務所 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 福山自動車検査登録事務所 2002年4月1日 ３0年 2032年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00５年度 福山事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査機器管理 令和元年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２00２年度 福山事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00３年度 福山事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00４年度 福山事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄



２00５年度 福山事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00６年度 福山事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00７年度 福山事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00８年度 福山事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２00９年度 福山事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１0年度 福山事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１１年度 福山事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１２年度 福山事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１３年度 福山事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１４年度 福山事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１５年度 福山事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１６年度 福山事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１７年度 福山事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１８年度 福山事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査機器管理 令和元年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査庶務 令和元年度審査手数料過誤納付 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査庶務 令和２年度審査手数料過誤納付 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査庶務 令和３年度審査手数料過誤納付 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査庶務 令和元年度街頭検査関係綴 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査庶務 令和２年度街頭検査関係綴 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査庶務 令和３年度街頭検査関係綴 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0１９年度 福山事務所 検査庶務 令和元年度出張検査関係綴 中国検査部福山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２０２０年度 福山事務所 検査庶務 令和２年度出張検査関係綴 中国検査部福山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査庶務 令和３年度出張検査関係綴 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２0２１年度 福山事務所 検査庶務 令和３年度年度審査業務日誌 中国検査部福山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 福山事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 文書 平成１４年度法人文書分類基準表 中国検査部鳥取事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00３年度 鳥取事務所 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部鳥取事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00４年度 鳥取事務所 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部鳥取事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１0年度 鳥取事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部鳥取事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１１年度 鳥取事務所 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１２年度 鳥取事務所 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１３年度 鳥取事務所 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１４年度 鳥取事務所 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１５年度 鳥取事務所 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１６年度 鳥取事務所 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00２年度 鳥取事務所 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00３年度 鳥取事務所 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00４年度 鳥取事務所 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00５年度 鳥取事務所 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00６年度 鳥取事務所 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00７年度 鳥取事務所 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00８年度 鳥取事務所 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２00９年度 鳥取事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１0年度 鳥取事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１１年度 鳥取事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１２年度 鳥取事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１３年度 鳥取事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１４年度 鳥取事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１５年度 鳥取事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１６年度 鳥取事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１１年度 鳥取事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 文書 閲覧目録 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 鳥取事務所長 －
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度受付記録簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度書留簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度書留簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度書留簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 文書 平成１４年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄



２00３年度 鳥取事務所 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 文書 平成２１年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 文書 平成２２年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 文書 平成２３年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 文書 平成２４年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 文書 平成２５年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 文書 平成２６年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 文書 令和元年度押印記録簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 島根事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 島根事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 島根事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2022年4月1日 10年 2033年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係規程、細則 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係規程、細則 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 管理法規類 令和元年度庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査法規類 令和元年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 2037年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 管理法規類 令和元年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄



２00２年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査法規類 令和元年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２７年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２９年度改正) 中国検査部検査課 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成３0年度改正) 中国検査部検査課 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(令和元年度改正) 中国検査部検査課 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(令和元年度改正) 中国検査部検査課 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査・監査 平成２９年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査・監査 平成３0年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査・監査 令和元年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査・監査 令和２年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査・監査 令和３年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 監査・調査 平成２９年監事監査（他のみ） 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 監査・調査 平成３0年監事監査（他のみ） 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 監査・調査 令和元年監事監査 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 監査・調査 令和２年監事監査 本部 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 監査・調査 令和３年監事監査 本部 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 監査・調査 平成２９年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 監査・調査 平成３0年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 監査・調査 令和元年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 監査・調査 令和２年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 監査・調査 令和３年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査・監査 令和元年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査・監査 令和２年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査・監査 令和３年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査・監査 平成３0年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査・監査 令和元年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査・監査 令和２年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査・監査 令和３年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査調査・報告 令和元年度審査業務関係調査・報告 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会議 平成２９年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会議 平成３0年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会議 令和元年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会議 令和３年度管内WEB会議関係 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査会議 令和３年度運輸局との連携強化会議 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査研修 令和３年度検査関係研修綴 本部 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査事故等 令和元年度検査関係事故報告 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 トラブル 令和元年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 トラブル 令和２年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 トラブル 令和３年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和元年度不当要求防止対策報告 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求防止対策報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求防止対策報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和元年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和元年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和２年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査トラブル 令和３年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ４年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 表彰 平成２９年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 表彰 平成３0年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 表彰 令和元年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄



２０２０年度 鳥取事務所 表彰 令和２年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 表彰 令和３年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 表彰 平成２９年度業績表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 表彰 平成３0年度業績表彰 中国検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 表彰 令和元年度業績表彰 中国検査部管理課 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 表彰 令和２年度業績表彰 中国検査部管理課 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 表彰 令和３年度業績表彰 中国検査部管理課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 庶務 令和元年度非常勤職員関係 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 庶務 平成２９年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 庶務 平成３0年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 庶務 令和元年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 庶務 令和２年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 庶務 令和３年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 庶務 平成３0年監督職員指定 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 庶務 令和元年監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 庶務 令和元年度事務代理指名簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 庶務 令和２年度事務代理指名簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 庶務 令和３年度事務代理指名簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 危機管理 令和３年度緊急連絡網 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 危機管理 令和元年度ALSOK安否確認 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 危機管理 令和２年度ALSOK安否確認 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 危機管理 令和３年度ALSOK安否確認 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２２年度 鳥取事務所 自動車管理 令和４年度有料道路使用簿 中国検査部鳥取事務所 2023年4月1日 ２年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 庶務 令和元年度切手受払簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 旅費 令和元年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部鳥取事務所長・職員 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年休暇簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年休暇簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年休暇簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年休暇簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年休暇簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年欠勤簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年欠勤簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年欠勤簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年欠勤簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年欠勤簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年代休・振替日指定簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年代休・振替日指定簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年代休・振替日指定簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年代休・振替日指定簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年代休・振替日指定簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年総合健診勤務免除申請書 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年総合健診勤務免除申請書 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年総合健診勤務免除申請書 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年総合健診勤務免除申請書 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年総合健診勤務免除申請書 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年出勤簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年出勤簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年出勤簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年出勤簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年出勤簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 人事 平成２９年出勤状況報告 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 人事 平成３0年出勤状況報告 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年出勤状況報告 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年出勤状況報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年出勤状況報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 給与 平成２９年超過勤務命令簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 給与 平成３0年超過勤務命令簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 給与 令和元年超過勤務命令簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 給与 令和２年超過勤務命令簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 給与 令和３年超過勤務命令簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄



２0１８年度 鳥取事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 給与 令和元年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 給与 令和元年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 給与 令和元年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 給与 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 給与 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 給与 令和元年勤務時間報告書 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年度個人面談票 中国検査部鳥取事務所長 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 人事 令和元年度人事評価（試行） 中国検査部鳥取事務所長 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 人事 令和２年度人事評価（試行） 中国検査部鳥取事務所長 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 人事 令和３年度人事評価（試行） 中国検査部鳥取事務所長 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 健康管理 平成１４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2003年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 健康管理 平成１５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2004年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 健康管理 平成１６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2005年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 健康管理 平成１７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2006年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 健康管理 平成１８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2007年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 健康管理 平成１９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2008年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 健康管理 平成２0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2009年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 健康管理 平成２１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2010年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 健康管理 平成２２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2011年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 健康管理 平成２３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 健康管理 平成２４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 健康管理 平成２５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 健康管理 平成２６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 健康管理 平成２７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 健康管理 平成２８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 健康管理 平成３0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 健康管理 令和元年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会計 令和元年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会計 令和２年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会計 令和３年度予算要求資料 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 会計 平成２７年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 会計 平成２８年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会計 平成２９年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会計 平成３0年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会計 令和元年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会計 令和２年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会計 令和３年度購入要求書 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会計 平成３0年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会計 令和元年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会計 平成２９年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会計 平成３0年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会計 令和元年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会計 令和２年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会計 令和３年度工事等完成図書・図面 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄



２0１７年度 鳥取事務所 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 資産関係 令和元年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 資産関係 令和２年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 資産関係 令和３年度固定資産一覧表 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 資産関係 令和元年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 資産関係 令和元年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 会計 令和元年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 組合 令和元年度労働組合要求関係 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ４年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査実習 令和元年度検査業務実習記録簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査実習 令和２年度検査業務実習記録簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査実習 令和３年度検査業務実習記録簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査官印 令和元年度検査官印使用簿 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 改造 平成２４度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 改造 平成２５度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 改造 平成２６度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 改造 平成２７度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 改造 平成２８度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 改造 平成２９度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 改造 平成３0度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 改造 令和元年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 改造 令和元年度改造自動車届出書取下願出書 届出者・中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ２年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 並行輸入 令和元年年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 並行輸入 令和２年年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 並行輸入 令和３年年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 並行輸入 令和元年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 並行輸入 令和元年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書取下願出書 願出者・中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 新規 平成３0年新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 新規 令和元年新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 新規 令和２年新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 新規 令和３年新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 連結検討 令和元年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 連結検討 令和２年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 連結検討 令和３年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 鳥取事務所長 廃棄
２00１年度 鳥取事務所 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 鳥取運輸支局 2002年4月1日 ３0年 2032年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄



２0１２年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和元年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00２年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00３年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00４年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00５年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00６年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00７年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00８年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２00９年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１0年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１１年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１２年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１３年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１４年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１５年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１６年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１７年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１８年度 鳥取事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和元年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査庶務 令和元年度審査手数料過誤納付 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査庶務 令和２年度審査手数料過誤納付 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査庶務 令和３年度審査手数料過誤納付 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0１９年度 鳥取事務所 検査庶務 令和元年度街頭検査関係綴 中国検査部鳥取事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 検査庶務 令和２年度街頭検査関係綴 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査庶務 令和３年度街頭検査関係綴 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 検査庶務 令和３年度審査業務日誌 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 鳥取事務所長 廃棄
２０２０年度 鳥取事務所 定例報告 令和２年度定例報告 中国検査部鳥取事務所 2021年4月1日 １年 2022年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
２0２１年度 鳥取事務所 定例報告 令和３年度定例報告 中国検査部鳥取事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 鳥取事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部島根事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2004年度 島根事務所 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部島根事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2010年度 島根事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部島根事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2011年度 島根事務所 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2012年度 島根事務所 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2013年度 島根事務所 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2014年度 島根事務所 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2015年度 島根事務所 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2016年度 島根事務所 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2002年度 島根事務所 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2003年度 島根事務所 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2004年度 島根事務所 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2005年度 島根事務所 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2006年度 島根事務所 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2007年度 島根事務所 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2008年度 島根事務所 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2009年度 島根事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2010年度 島根事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2011年度 島根事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2012年度 島根事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2013年度 島根事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2014年度 島根事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2015年度 島根事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2016年度 島根事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2012年度 島根事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 文書 閲覧目録 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 島根事務所長 －
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄



2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)受付記録簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)受付記録簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)書留簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度書留簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度書留簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部島根事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部島根事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部島根事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部島根事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部島根事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部島根事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 文書 平成２１年度起案簿 中国検査部島根事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 文書 平成２２年度起案簿 中国検査部島根事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 文書 平成２３年度起案簿 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 文書 平成２４年度起案簿 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 文書 平成２５年度起案簿 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 文書 平成２６年度起案簿 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)起案簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)起案簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)押印記録簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 文書 平成３１年度(令和元年度)押印記録簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 管理法規類 平成３１年度(令和元年度)庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査法規類 平成３１年度(令和元年度)審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄



2003年度 島根事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 管理法規類 平成３１年度(令和元年度)庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査法規類 平成３１年度(令和元年度)審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２９年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成３0年度改正) 中国検査部検査課 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成３１年度(令和元年度)改正) 中国検査部検査課 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 監査・調査 平成２９年監事監査（他のみ） 本部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 監査・調査 平成３0年監事監査（他のみ） 本部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 監査・調査 平成３１年(令和元年)監事監査（他のみ） 本部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 監査・調査 平成２９年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 監査・調査 平成３0年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 監査・調査 平成３１年(令和元年)本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 監査・調査 令和２年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 監査・調査 令和３年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査・監査 平成３１年(令和元年)理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査・監査 平成３0年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査・監査 平成３１年(令和元年)部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査・監査 令和２年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査・監査 令和３年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査調査・報告 平成３１年度(令和元年度)審査業務関係調査・報告 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会議 平成２９年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会議 平成３0年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会議 平成３１年度(令和元年度)管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査会議 令和３年度運輸局との連携強化会議 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査研修 令和３年度検査関係研修綴 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査事故等 平成３１年度(令和元年度)検査関係事故報告 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 トラブル 平成３１年度(令和元年度)不当要求防止責任者届出書 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 トラブル 令和２年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 トラブル 令和３年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査トラブル 平成３１年度(令和元年度)不当要求防止対策報告 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求防止対策報告 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査トラブル 平成３１年度(令和元年度)不当要求対策プレス説明関係 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査トラブル 平成３１年度(令和元年度)検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査トラブル 令和２年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査トラブル 令和３年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄



2012年度 島根事務所 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 庶務 平成３１年度(令和元年度)非常勤職員関係 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 庶務 平成２９年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 庶務 平成３0年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 庶務 平成３１年度(令和元年度)検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 庶務 令和２年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 庶務 令和３年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後４年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 庶務 平成３0年監督職員指定 中国検査部管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 庶務 平成３１年(令和元年)監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 庶務 平成３１年度(令和元年度)事務代理指名簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 庶務 令和２年度事務代理指名簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 庶務 令和３年度事務代理指名簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 危機管理 令和３年度緊急連絡網 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 危機管理 平成３１年度(令和元年度)ALSOK安否確認 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 危機管理 令和２年度ALSOK安否確認 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 危機管理 令和３年度ALSOK安否確認 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 自動車管理 令和３年度有料道路使用簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 庶務 平成３１年度(令和元年度)切手受払簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 旅費 平成３１年度(令和元年度)旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 旅費 平成３１年度(令和元年度)旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部島根事務所長・職員 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度休暇簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度休暇簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)休暇簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度休暇簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度休暇簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度欠勤簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度欠勤簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)欠勤簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度欠勤簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度欠勤簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度代休・振替日指定簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度代休・振替日指定簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)代休・振替日指定簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度代休・振替日指定簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度代休・振替日指定簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度総合健診勤務免除申請書 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度総合健診勤務免除申請書 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)総合健診勤務免除申請書 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度総合健診勤務免除申請書 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度総合健診勤務免除申請書 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度出勤簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度出勤簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)出勤簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度出勤簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度出勤簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 人事 平成２９年度出勤状況報告 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 人事 平成３0年度出勤状況報告 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)出勤状況報告 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度出勤状況報告 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度出勤状況報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 給与 平成２９年度超過勤務命令簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 給与 平成３0年度超過勤務命令簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 給与 平成３１年度(令和元年度)超過勤務命令簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 給与 令和２年度超過勤務命令簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄



2021年度 島根事務所 給与 令和３年度超過勤務命令簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 給与 平成２９年度管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 給与 平成３0年度管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 給与 平成３１年度(令和元年度)管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 給与 令和２年度管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 給与 令和３年度管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 給与 平成２９年度管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 給与 平成３0年度管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 給与 平成３１年度(令和元年度)管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 給与 令和２年度管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 給与 令和３年度管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 給与 平成３１年度(令和元年度)自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 給与 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 給与 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 給与 平成２９年度勤務時間報告書 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 給与 平成３0年度勤務時間報告書 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 給与 平成３１年度(令和元年度)勤務時間報告書 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 給与 令和２年度勤務時間報告書 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 給与 令和３年度勤務時間報告書 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度個人面談票 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 人事 平成３１年度(令和元年度)人事評価（試行） 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 人事 令和２年度人事評価 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 人事 令和３年度人事評価 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 健康管理 平成１４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2003年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 健康管理 平成１５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2004年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 健康管理 平成１６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2005年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 健康管理 平成１７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2006年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 健康管理 平成１８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2007年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 健康管理 平成１９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2008年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 健康管理 平成２0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2009年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 健康管理 平成２１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2010年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 健康管理 平成２２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2011年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 健康管理 平成２３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 健康管理 平成２４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 健康管理 平成２５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 健康管理 平成２６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 健康管理 平成２７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 健康管理 平成２８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 健康管理 平成３0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 健康管理 平成３１年度(令和元年度)健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後６年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会計 平成３１年度(令和元年度)予算要求資料 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会計 令和２年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会計 令和３年度予算要求資料 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 会計 平成２７年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 会計 平成２８年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会計 平成２９年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会計 平成３0年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会計 平成３１年度(令和元年度)購入要求書 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会計 令和２年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会計 令和３年度購入要求書 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会計 平成３0年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会計 平成３１年度(令和元年度)本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会計 平成２９年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会計 平成３0年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会計 平成３１年度(令和元年度)工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会計 令和２年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会計 令和３年度工事等完成図書・図面 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後８年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄



2015年度 島根事務所 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 資産関係 平成３１年度(令和元年度)固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 資産関係 令和２年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 資産関係 令和３年度固定資産一覧表 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 資産関係 平成３１年度(令和元年度)少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 資産関係 平成３１年度(令和元年度)固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 会計 平成３１年度(令和元年度)立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 組合 平成３１年度(令和元年度)労働組合要求関係 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査実習 平成３１年度(令和元年度)検査業務実習記録簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査実習 令和２年度検査業務実習記録簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査実習 令和３年度検査業務実習記録簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査官印 検査官印管理簿(H２８.３.～） 中国検査部島根事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査官印 平成２９年度検査官印使用簿 中国検査部島根事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査官印 平成３0年度検査官印使用簿 中国検査部島根事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査官印 平成３１年度(令和元年度)検査官印使用簿 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後４年 - 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 改造 平成２４年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 改造 平成２５年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 改造 平成２６年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 改造 平成２７年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 改造 平成２８年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 改造 平成２９年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 改造 平成３0年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 改造 平成３１年度(令和元年度)改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知書 届出者・中国検査部島根事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書取下願出書 届出者・中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 並行輸入 平成２７年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 並行輸入 平成２８年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 並行輸入 平成２９年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 並行輸入 平成３0年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 並行輸入 平成３１年度(令和元年度)並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 並行輸入 平成２７年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 並行輸入 平成２８年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 並行輸入 平成２９年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 並行輸入 平成３0年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 並行輸入 平成３１年度(令和元年度)並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 並行輸入 平成２７年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 並行輸入 平成２８年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 並行輸入 平成２９年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 並行輸入 平成３0年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 並行輸入 平成３１年度(令和元年度)並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 並行輸入 令和２年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 並行輸入 令和３年度並行輸入自動車届出書取下願出書 願出者・中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 新規 平成２９年度新規検査等届出書 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 新規 平成３0年度新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 新規 平成３１年度(令和元年度)新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 新規 令和２年度新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 新規 令和３年度新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 連結検討 平成３１年度(令和元年度)トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 連結検討 令和２年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 連結検討 令和３年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 島根事務所長 廃棄
2001年度 島根事務所 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 島根運輸支局 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄



2006年度 島根事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査機器管理 平成３１年度(令和元年度)検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2002年度 島根事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2003年度 島根事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2004年度 島根事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2005年度 島根事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2006年度 島根事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2007年度 島根事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2008年度 島根事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2009年度 島根事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2010年度 島根事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2011年度 島根事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2012年度 島根事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2013年度 島根事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2014年度 島根事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2015年度 島根事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2016年度 島根事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2017年度 島根事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2018年度 島根事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査機器管理 平成３１年度(令和元年度)検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査庶務 平成３１年度(令和元年度)審査手数料過誤納付 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査庶務 令和２年度審査手数料過誤納付 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査庶務 令和３年度審査手数料過誤納付 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査庶務 平成３１年度(令和元年度)街頭検査関係綴 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査庶務 令和２年度街頭検査関係綴 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査庶務 令和３年度街頭検査関係綴 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2019年度 島根事務所 検査庶務 平成３１年度(令和元年度)出張検査関係綴 中国検査部島根事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2020年度 島根事務所 検査庶務 令和２年度出張検査関係綴 中国検査部島根事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査庶務 令和３年度出張検査関係綴 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 検査庶務 令和３年度審査業務日誌 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 定例報告 令和３年度定例報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 島根事務所長 廃棄
2021年度 島根事務所 定例報告 令和３年度定例報告 中国検査部島根事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 電子 サーバ 島根事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 文書 平成１４年度法人文書分類基準表 中国検査部岡山事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00３年度 岡山事務所 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部岡山事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00４年度 岡山事務所 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部岡山事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１0年度 岡山事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部岡山事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１１年度 岡山事務所 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１２年度 岡山事務所 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１３年度 岡山事務所 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１４年度 岡山事務所 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１５年度 岡山事務所 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１６年度 岡山事務所 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１７年度 岡山事務所 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00２年度 岡山事務所 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00３年度 岡山事務所 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00４年度 岡山事務所 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00５年度 岡山事務所 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00６年度 岡山事務所 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00７年度 岡山事務所 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00８年度 岡山事務所 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２00９年度 岡山事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１0年度 岡山事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１１年度 岡山事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１２年度 岡山事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１３年度 岡山事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１４年度 岡山事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１５年度 岡山事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１６年度 岡山事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１７年度 岡山事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１１年度 岡山事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄



２0１４年度 岡山事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 文書 閲覧目録 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 岡山事務所長 －
２0１７年度 岡山事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度受付記録簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度書留簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度書留簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度書留簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 文書 平成１４年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 文書 平成２１年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 文書 平成２２年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 文書 平成２３年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 文書 平成２４年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 文書 平成２５年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 文書 平成２６年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 平成３１年度押印記録簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係規程、細則 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係規程、細則 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 管理法規類 平成３１年度庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 登録法規類 平成３１年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 登録法規類 令和３年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄



２0１７年度 岡山事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査法規類 平成３１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 2037年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 管理法規類 平成３１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 登録法規類 平成２７年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 登録法規類 平成３１年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 登録法規類 令和３年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査法規類 平成３１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２７年度改正) 中国検査部検査課 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２９年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成３0年度改正) 中国検査部検査課 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 監査・調査 平成２９年監事監査（他のみ） 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 監査・調査 平成３0年監事監査（他のみ） 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 監査・調査 平成３１年監事監査（他のみ） 本部 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査・監査 平成３１年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査・監査 平成３0年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査・監査 平成３１年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査・監査 令和２年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査・監査 令和３年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査調査・報告 平成３１年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 会議 平成２９年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 会議 平成３0年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 会議 平成３１年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査事故等 平成３１年度検査関係事故報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ４年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 トラブル 平成３１年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 トラブル 令和２年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 トラブル 令和３年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査トラブル 平成３１年度不当要求防止対策報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求防止対策報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄



２0２１年度 岡山事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求防止対策報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査トラブル 平成３１年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査トラブル 平成３１年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査トラブル 令和２年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査トラブル 令和３年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 表彰 平成２９年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 表彰 平成３0年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 表彰 平成２９年度業績表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 表彰 平成３0年度業績表彰 中国検査部管理課 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 庶務 平成３１年度非常勤職員関係 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 庶務 平成３0年監督職員指定 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 庶務 平成３１年監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 庶務 平成３１年度事務代理指名簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 庶務 令和２年度事務代理指名簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 庶務 令和３年度事務代理指名簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 危機管理 平成３１年度ALSOK安否確認 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 危機管理 令和２年度ALSOK安否確認 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 危機管理 令和３年度ALSOK安否確認 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 旅費 平成３１年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部岡山事務所長・職員 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年休暇簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年休暇簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年休暇簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年休暇簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年休暇簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年欠勤簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年欠勤簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年欠勤簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年欠勤簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年欠勤簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年代休・振替日指定簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年代休・振替日指定簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年代休・振替日指定簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年代休・振替日指定簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年代休・振替日指定簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年総合健診勤務免除申請書 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年総合健診勤務免除申請書 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年総合健診勤務免除申請書 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年総合健診勤務免除申請書 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年総合健診勤務免除申請書 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年出勤簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年出勤簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年出勤簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年出勤簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年出勤簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 人事 平成２９年出勤状況報告 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 人事 平成３0年出勤状況報告 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 人事 平成３１年出勤状況報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 人事 令和２年出勤状況報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年出勤状況報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 給与 平成２９年超過勤務命令簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 給与 平成３0年超過勤務命令簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 給与 平成３１年超過勤務命令簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 給与 令和２年超過勤務命令簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 給与 令和３年超過勤務命令簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 給与 平成３１年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄



２０２０年度 岡山事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 給与 平成３１年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 給与 平成３１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 給与 平成３１年勤務時間報告書 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 人事 令和３年度個人面談票 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 健康管理 平成２７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 健康管理 平成２８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 健康管理 平成３0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 健康管理 平成３１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 会計 平成３１年度予算要求資料 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 会計 平成２７年度購入要求書 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 会計 平成２８年度購入要求書 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 会計 平成２９年度購入要求書 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 会計 平成３0年度購入要求書 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 会計 平成３１年度購入要求書 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 会計 平成３0年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 会計 平成３１年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２00２年度 岡山事務所 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00３年度 岡山事務所 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00４年度 岡山事務所 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00５年度 岡山事務所 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00６年度 岡山事務所 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00７年度 岡山事務所 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00８年度 岡山事務所 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２00９年度 岡山事務所 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１0年度 岡山事務所 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１１年度 岡山事務所 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 資産関係 平成３１年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 資産関係 令和２年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 資産関係 令和３年度固定資産一覧表 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 資産関係 平成３１年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 資産関係 平成３１年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 会計 平成３１年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 組合 平成３１年度労働組合要求関係 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査実習 平成３１年度検査業務実習記録簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査実習 令和２年度検査業務実習記録簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 データ 岡山事務所長 廃棄



２0２１年度 岡山事務所 検査実習 令和３年度検査業務実習記録簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 データ 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査官印 検査官印管理簿(H２８.４.１～） 中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査官印 平成３１年度検査官印使用簿 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１２年度 岡山事務所 改造 平成２４年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１３年度 岡山事務所 改造 平成２５年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 改造 平成２６年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 改造 平成２７年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 改造 平成２８年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 改造 平成２９年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 改造 平成３0年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 改造 平成３１年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2022年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 新規 平成２９年新規検査等届出書 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 新規 平成３0年新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 新規 平成３１年新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所・検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 新規 令和２年新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所・検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 新規 令和３年新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所・検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 連結検討 平成３１年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 連結検討 令和２年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 連結検討 令和３年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 岡山事務所長 廃棄
２00１年度 岡山事務所 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 岡山運輸支局 2002年4月1日 ３0年 2032年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査機器管理 平成３１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１４年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１５年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１６年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 岡山事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１８年度 岡山事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査機器管理 平成３１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務所 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査庶務 平成３１年度審査手数料過誤納付 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査庶務 令和２年度審査手数料過誤納付 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 データ 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査庶務 令和３年度審査手数料過誤納付 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 データ 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査庶務 平成３１年度街頭検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査庶務 令和２年度街頭検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査庶務 令和３年度街頭検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0１９年度 岡山事務所 検査庶務 平成３１年度出張検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２０２０年度 岡山事務所 検査庶務 令和２年度出張検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査庶務 令和３年度出張検査関係綴 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 検査庶務 令和３年度審査業務日誌 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 岡山事務所長 廃棄
２0２１年度 岡山事務所 定例報告 令和３年度定例報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙、電子 事務室・サーバ 岡山事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会議 平成２９年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会議 平成３0年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会議 平成３１年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会議 令和２年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会議 令和３年度管内事務所長会議 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 会計 平成１４年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 会計 平成１５年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 会計 平成１６年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 会計 平成１７年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2006年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 会計 平成１８年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2007年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 会計 平成２１年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 会計 平成２２年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 会計 平成２３年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 会計 平成２４年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄



２0１３年度 山口事務所 会計 平成２５年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 会計 平成２７年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 会計 平成２７年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 会計 平成２８年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 会計 平成２７年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 会計 平成２８年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 会計 平成２７年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 会計 平成２８年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会計 平成２９年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会計 平成３0年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会計 平成２９年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会計 平成３0年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会計 平成２９年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会計 平成３0年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 会計 平成１９年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2008年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 会計 平成２0年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 会計 平成２６年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 会計 平成２８年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会計 平成２９年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会計 平成３0年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 会計 平成２７年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 会計 平成２８年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 会計 平成２９年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 会計 平成３0年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会計 平成３１年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会計 令和２年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会計 平成３１年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会計 令和２年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会計 平成３１年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会計 令和２年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会計 平成３１年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会計 令和２年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 会計 平成３１年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後７年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 会計 令和２年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後８年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会計 令和３年度予算要求資料 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会計 令和３年度購入要求書 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会計 令和３年度本部契約納品書・検査調書綴 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会計 令和３年度立替金請求支払関係 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 会計 令和３年度工事等完成図書・図面 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 関係施設等を更新・廃棄した日に係る特定日以後８年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 改造 平成２４度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 改造 平成２７度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 改造 平成２８度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 改造 平成２５度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 改造 平成２６度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 改造 平成２９度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 改造 平成３0度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 改造 平成３１度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 改造 令和２年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 改造 平成１９度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2008年4月1日 １0年 2018年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２00８年度 山口事務所 改造 平成２0度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2009年4月1日 １0年 2019年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２00９年度 山口事務所 改造 平成２１度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2010年4月1日 １0年 2020年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１0年度 山口事務所 改造 平成２２度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2011年4月1日 １0年 2021年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１１年度 山口事務所 改造 平成２３度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
2021年度 山口事務所 改造 令和３年度改造自動車届出書・通知 届出者・中国検査部山口事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 改造 令和３度改造自動車届出書取下願出書 届出者・中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 改造届 改造自動車等届出綴　平成１４年度 届出者 2003年4月1日 １0年 2013年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00３年度 山口事務所 改造届 改造自動車等届出綴　平成１５年度 届出者 2004年4月1日 １0年 2014年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00４年度 山口事務所 改造届 改造自動車等届出綴　平成１６年度 届出者 2005年4月1日 １0年 2015年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00５年度 山口事務所 改造届 改造自動車等届出綴　平成１７年度 届出者 2006年4月1日 １0年 2016年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00６年度 山口事務所 改造届 改造自動車等届出綴　平成１８年度 届出者 2007年4月1日 １0年 2017年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２0１７年度 山口事務所 監査・調査 平成２９年監事監査（他のみ） 本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 監査・調査 平成３0年監事監査 本部 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 監査・調査 平成２９年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 監査・調査 平成３0年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 監査・調査 平成３１年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 監査・調査 令和２年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 監査・調査 令和３年本部内部監査・往査 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係規程、細則 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係規程、細則 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 管理法規類 平成１４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 管理法規類 平成１５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係規程、細則 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係規程、細則 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係規程、細則 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 管理法規類 平成１７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 管理法規類 平成１８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 管理法規類 平成１９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係規程、細則 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 管理法規類 平成２１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係規程、細則 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 管理法規類 平成２２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係規程、細則 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係規程、細則 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係規程、細則 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 管理法規類 平成２３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 管理法規類 平成２４年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄



２0１３年度 山口事務所 管理法規類 平成２５年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係規程、細則 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係規程、細則 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係規程、細則 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係規程、細則 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 管理法規類 平成１６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 管理法規類 平成２0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 管理法規類 平成２６年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 管理法規類 平成２７年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 管理法規類 平成２８年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 管理法規類 平成２９年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 管理法規類 平成３0年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 管理法規類 平成３１年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 管理法規類 平成３１年度庶務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 管理法規類 令和２年度庶務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 管理法規類 令和３年度庶務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 危機管理 平成３１年度ALSOK安否確認 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 危機管理 令和２年度ALSOK安否確認 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 危機管理 令和３年度ALSOK安否確認 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 危機管理 令和３年度緊急連絡網 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 給与 平成２９年超過勤務命令簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 給与 平成３0年超過勤務命令簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 給与 平成２９年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 給与 平成３0年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 給与 平成２９年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 給与 平成３0年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 給与 平成３0年勤務時間報告書 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 給与 平成３１年超過勤務命令簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 給与 令和２年超過勤務命令簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 給与 平成３１年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 給与 平成３１年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 給与 令和２年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 給与 平成３１年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 給与 令和２年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 給与 平成３１年勤務時間報告書 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 給与 令和３年超過勤務命令簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当整理簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 給与 令和３年管理職員特別勤務手当実績簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 給与 令和３年度自動車検査作業手当実績及び整理簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 組合 平成３１年度労働組合要求関係 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 組合 令和２年度労働組合要求関係 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 組合 令和３年度労働組合要求関係 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 健康管理 平成１４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 健康管理 平成１５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 健康管理 平成１６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 健康管理 平成１７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2006年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 健康管理 平成１８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2007年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 健康管理 平成２１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 健康管理 平成２２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 健康管理 平成２３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 健康管理 平成２４年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 健康管理 平成２５年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 健康管理 平成２７年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 健康管理 平成１９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2008年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 健康管理 平成２0年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 健康管理 平成２６年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 健康管理 平成２８年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 健康管理 平成２９年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 健康管理 平成３１年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 健康管理 令和２年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後６年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 健康管理 令和３年度健康診断票及び健康診断結果書類 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 異動まで、または離職した日に係る特定日以後６年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査・監査 平成２９年会計検査院実地検査 中国検査部・本部 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査・監査 平成２９年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査・監査 平成３0年理事長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査・監査 平成２９年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査・監査 平成３0年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査・監査 平成３１年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査・監査 令和２年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査・監査 令和３年部長巡視 中国検査部管理課・検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査会議 平成２９年度管内検査官会議 中国検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査会議 令和３年度運輸局との連携強化会議 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 検査機器管理 平成１４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2003年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄



２00３年度 山口事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 検査機器管理 平成１５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2004年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 検査機器管理 平成１６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2005年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 検査機器管理 平成１７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2006年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 検査機器管理 平成１８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2007年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 検査機器管理 平成２１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2010年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 検査機器管理 平成２２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2011年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 検査機器管理 平成２３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2012年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 検査機器管理 平成２４年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2013年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 検査機器管理 平成２５年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2014年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 検査機器管理 平成２７年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2016年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 検査機器管理 平成１９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2008年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 検査機器管理 平成２0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2009年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 検査機器管理 平成２６年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2015年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査機器管理 平成２８年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2017年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査機器管理 平成２９年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2018年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査機器管理 平成３0年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2019年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査機器管理 平成３１年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査機器管理 平成３１年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2020年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査機器管理 令和２年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2021年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器校正結果記録表 日本自動車機械工具協会 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査機器管理 令和３年度検査機器定期点検整備記録表 定期点検業者 2022年4月1日 機器更新した日に係る特定日以後２年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査研修 令和３年度検査関係研修綴 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査事故等 平成３１年度検査関係事故報告 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査事故等 令和２年度検査関係事故報告 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査事故等 令和３年度検査関係事故報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査実習 平成３１年度検査業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査実習 令和２年度検査業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査実習 令和３年度検査業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査庶務 平成３１年度審査手数料過誤納付 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査庶務 令和２年度審査手数料過誤納付 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査庶務 平成３１年度街頭検査関係綴 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査庶務 令和２年度街頭検査関係綴 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査庶務 平成３１年度出張検査関係綴 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査庶務 令和２年度出張検査関係綴 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査庶務 令和３年度審査手数料過誤納付 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査庶務 令和３年度街頭検査関係綴 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査庶務 令和３年度出張検査関係綴 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査庶務 令和３年度審査業務日誌 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査調査・報告 平成３１年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査調査・報告 令和２年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査調査・報告 令和３年度審査業務関係調査・報告 中国検査部岡山事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査トラブル 平成３１年度不当要求防止対策報告 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求防止対策報告 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査トラブル 平成３１年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査トラブル 令和２年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査トラブル 平成３１年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査トラブル 令和２年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求防止対策報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査トラブル 令和３年度不当要求対策プレス説明関係 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査トラブル 令和３年度検査関係不当要求・トラブル案件 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 検査法規類 平成１４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2003年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 検査法規類 平成１５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2004年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 検査法規類 平成１７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2006年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 検査法規類 平成１８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 検査法規類 平成１９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１８年度) 中国検査部検査課 2007年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 検査法規類 平成２１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2010年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 検査法規類 平成２２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2011年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 検査法規類 平成２３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄



２0１２年度 山口事務所 検査法規類 平成２４年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2013年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 検査法規類 平成２５年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2014年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印規程(平成１６年度) 中国検査部検査課 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 2037年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 検査法規類 平成１６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2005年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 検査法規類 平成２0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2009年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 検査法規類 平成２６年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2015年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 検査法規類 平成２７年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査法規類 平成２８年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査法規類 平成２９年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査法規類 平成３0年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成１９年度) 中国検査部検査課 2008年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 検査法規類 自動車検査独立法人中国検査部検査官印取扱要領(平成２３年度) 中国検査部検査課 2012年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２７年度改正) 中国検査部検査課 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査法規類 独立行政法人自動車技術総合機構中国検査部検査官印取扱要領(平成２８年度改正) 中国検査部検査課 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査法規類 平成３１年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査法規類 平成３１年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査法規類 令和２年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係例規・基準（規程、細則） 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査法規類 令和３年度審査業務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 資産関係 平成２７年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 資産関係 平成２８年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 資産関係 平成２７年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 資産関係 平成２８年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 資産関係 平成２９年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 資産関係 平成３0年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 資産関係 平成２７年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 資産関係 平成２８年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 資産関係 平成２９年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 資産関係 平成３0年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 資産関係 平成２９年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 資産関係 平成３0年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 資産関係 平成３１年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 資産関係 令和２年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 資産関係 平成３１年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 資産関係 令和２年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 資産関係 平成３１年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 資産関係 令和２年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 資産関係 令和３年度固定資産一覧表 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 資産関係 令和３年度少額備品一覧表 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 資産関係 令和３年度固定資産・少額備品月次報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 自動車管理 令和３年度自動車運行記録簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 自動車管理 令和３年度有料道路使用簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 庶務 平成２７年監督職員指定 中国検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 庶務 平成２８年監督職員指定 中国検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 庶務 平成２９年度非常勤職員関係 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 庶務 平成３0年度非常勤職員関係 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 庶務 平成２７年度検査案内員指名 中国検査部管理課 2016年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 庶務 平成２８年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2017年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 庶務 平成２９年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2018年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 庶務 平成３0年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2019年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 庶務 平成２９年監督職員指定 中国検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 庶務 平成３0年監督職員指定 中国検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 庶務 平成２９年度事務代理指名簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 庶務 平成３0年度事務代理指名簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 庶務 平成３１年度非常勤職員関係 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 庶務 令和２年度非常勤職員関係 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 庶務 平成３１年度事務代理指名簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 庶務 令和２年度事務代理指名簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 庶務 平成３１年監督職員指定 中国検査部管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 庶務 令和２年監督職員指定 中国検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 庶務 平成３１年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2020年4月1日 離任した日に係る特定日以後３年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 庶務 令和２年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2021年4月1日 離任した日に係る特定日以後４年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 庶務 令和３年度非常勤職員関係 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 庶務 令和３年度事務代理指名簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 庶務 令和３年監督職員指定 中国検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 庶務 令和３年度検査案内等業務補助員指名 中国検査部管理課 2022年4月1日 離任した日に係る特定日以後４年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 新規 平成２９年新規検査等届出書 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 新規 平成３0年新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 新規 平成３１年新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 新規 令和２年新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 新規 令和３年新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年休暇簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄



2018年度 山口事務所 人事 平成３0年休暇簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年欠勤簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 人事 平成３0年欠勤簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年代休・振替日指定簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 人事 平成３0年代休・振替日指定簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年総合健診勤務免除申請書 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 人事 平成３0年総合健診勤務免除申請書 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年出勤簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 人事 平成３0年出勤簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 人事 平成２９年出勤状況報告 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 人事 平成３0年出勤状況報告 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年度人事評価 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年度人事評価 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年休暇簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年休暇簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年欠勤簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年欠勤簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年代休・振替日指定簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年代休・振替日指定簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年総合健診勤務免除申請書 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年総合健診勤務免除申請書 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年出勤簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年出勤簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 人事 平成３１年出勤状況報告 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 人事 令和２年出勤状況報告 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年度人事評価 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年休暇簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年欠勤簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年代休・振替日指定簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年総合健診勤務免除申請書 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年出勤簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年出勤状況報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 人事 令和３年度個人面談票 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 定例報告 令和３年度定例報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 登録 平成２９年登録確認調査業務量報告 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 登録 平成２９年登録確認調査業務量報告 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 登録 平成３１年度登録業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 登録 令和２年度登録業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 登録 平成３１年登録確認調査業務量報告 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 登録 令和２年登録確認調査業務量報告 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録 令和３年度登録業務実習記録簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録 令和３年登録確認調査業務量報告 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録規程 令和３年度登録確認調査業務関係軽微な事務連絡 本部 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録研修 令和３年度登録官研修資料 国土交通省 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 登録法規類 平成２７年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2016年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 登録法規類 平成２８年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2017年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 登録法規類 平成２９年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2018年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 登録法規類 平成３0年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2019年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 登録法規類 平成３１年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 登録法規類 平成３１年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2020年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３0年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 登録法規類 令和２年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2021年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録法規類 令和３年度登録確認調査業務関係通達及び重要な事務連絡 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後１１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 登録法規類 令和３年度登録確認調査業務関係規程、細則 本部 2022年4月1日 廃止した日に係る特定日以後３１年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 トラブル 平成３１年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 トラブル 令和２年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 トラブル 令和３年度不当要求防止責任者届出書 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 表彰 平成２８年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 表彰 平成２７年度業績表彰 中国検査部管理課 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 表彰 平成２８年度業績表彰 中国検査部管理課 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 表彰 平成２４年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 表彰 平成２５年度業績表彰 中国検査部管理課 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 表彰 平成２９年度永年勤続表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 表彰 平成２９年度業績表彰 中国検査部管理課 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 文書 平成１４年度法人文書分類基準表 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１９年度 山口事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2020年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２０２０年度 山口事務所 文書 コロナ対応関係文書 本部 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 文書 平成２３年度保存文書廃棄決定書類 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 文書 平成１６年度起案簿 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 文書 平成１７年度起案簿 中国検査部山口事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 文書 平成１８年度起案簿 中国検査部山口事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 文書 平成１９年度起案簿 中国検査部山口事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 文書 平成２0年度起案簿 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 文書 平成２１年度起案簿 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 文書 平成２２年度起案簿 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 文書 平成２３年度起案簿 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 文書 平成２４年度起案簿 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 文書 平成１５年度法人文書分類基準表 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00４年度 山口事務所 文書 平成１６年度法人文書分類基準表 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１0年度 山口事務所 文書 平成２２年度法人文書分類基準表 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１１年度 山口事務所 文書 平成２３年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１２年度 山口事務所 文書 平成２４年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１３年度 山口事務所 文書 平成２５年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －



２0１４年度 山口事務所 文書 平成２６年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１５年度 山口事務所 文書 平成２７年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１６年度 山口事務所 文書 平成２８年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１１年度 山口事務所 文書 閲覧目録 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00３年度 山口事務所 文書 平成１５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00４年度 山口事務所 文書 平成１６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00５年度 山口事務所 文書 平成１７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00６年度 山口事務所 文書 平成１８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2007年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00７年度 山口事務所 文書 平成１９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00８年度 山口事務所 文書 平成２0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00９年度 山口事務所 文書 平成２１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１0年度 山口事務所 文書 平成２２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１１年度 山口事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１３年度 山口事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２00２年度 山口事務所 文書 平成１４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１２年度 山口事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１３年度 山口事務所 文書 平成２５年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１４年度 山口事務所 文書 平成２６年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１５年度 山口事務所 文書 平成２７年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１６年度 山口事務所 文書 平成２８年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
２0１１年度 山口事務所 文書 平成２３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 文書 平成２４年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度書留簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度書留簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 文書 平成１４年度起案簿 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 文書 平成１５年度起案簿 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 文書 平成２５年度起案簿 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 文書 平成２６年度起案簿 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 文書 平成２７年度起案簿 中国検査部山口事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 文書 平成２８年度起案簿 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 文書 平成２９年度起案簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 文書 平成３0年度起案簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度起案簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度起案簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度書留簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度書留簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2019年度 山口事務所 文書 平成３１年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2020年度 山口事務所 文書 令和２年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 常用 － 紙 事務室 山口事務所長 －
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル移管・廃棄簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度起案簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度受付記録簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度書留簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度標準文書保存期間基準 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 山口事務所長 －
2021年度 山口事務所 文書 令和３年度法人文書ファイル管理簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 山口事務所長 －
２00２年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１４年度 届出者 2003年4月1日 ５年 2008年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00３年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１５年度 届出者 2004年4月1日 ５年 2009年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00４年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１６年度 届出者 2005年4月1日 ５年 2010年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00５年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１７年度 届出者 2006年4月1日 ５年 2011年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00６年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１８年度 届出者 2007年4月1日 ５年 2012年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00７年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成１９年度 届出者 2008年4月1日 ５年 2013年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00８年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成２0年度 届出者 2009年4月1日 ５年 2014年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２00９年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成２１年度 届出者 2010年4月1日 ５年 2015年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２0１0年度 山口事務所 並行輸入 平成２２年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2011年4月1日 ５年 2016年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１0年度 山口事務所 並行輸入 平成２２年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2011年4月1日 ５年 2016年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１0年度 山口事務所 並行輸入 平成２２年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2011年4月1日 ５年 2016年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１0年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成２２年度 届出者 2011年4月1日 ５年 2016年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２0１１年度 山口事務所 並行輸入 並行輸入車届出綴　平成２３年度 届出者 2012年4月1日 ５年 2017年3月31日 紙 書　庫 山口事務所長 延長
２0１１年度 山口事務所 並行輸入 平成２３年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2012年4月1日 ７年 2019年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１１年度 山口事務所 並行輸入 平成２３年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2012年4月1日 ７年 2019年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１１年度 山口事務所 並行輸入 平成２３年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2012年4月1日 ７年 2019年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長



２0１２年度 山口事務所 並行輸入 平成２４年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2013年4月1日 ７年 2020年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１２年度 山口事務所 並行輸入 平成２４年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2013年4月1日 ７年 2020年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１２年度 山口事務所 並行輸入 平成２４年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2013年4月1日 ７年 2020年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１３年度 山口事務所 並行輸入 平成２５年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2014年4月1日 ７年 2021年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１３年度 山口事務所 並行輸入 平成２５年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2014年4月1日 ７年 2021年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１３年度 山口事務所 並行輸入 平成２５年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2014年4月1日 ７年 2021年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１５年度 山口事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 並行輸入 平成３0年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 並行輸入 平成２７年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 並行輸入 平成２８年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 並行輸入 平成２９年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 並行輸入 平成３１年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 並行輸入 令和２年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 並行輸入 平成２６年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１４年度 山口事務所 並行輸入 平成２６年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
２0１４年度 山口事務所 並行輸入 平成２６年並行輸入自動車届出書（二輪打刻） 届出者 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 延長
2021年度 山口事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（四輪） 届出者 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書（二輪） 届出者 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 並行輸入 令和３年並行輸入自動車届出書取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１５年度 山口事務所 旅費 平成２７年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 旅費 平成２８年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 旅費 平成２９年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 旅費 平成３0年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 旅費 平成３１年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 旅費 平成３１年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 旅費 令和２年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 旅費 令和３年度旅行命令簿、旅費請求書、添付書類（領収書等） 中国検査部山口事務所長・職員 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 電子 事務室・サーバ 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 連結検討 平成３１年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 連結検討 令和２年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 連結検討 令和３年度トレーラ連結仕様検討書綴 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場書庫 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 検査官印 平成２６年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後９年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１６年度 山口事務所 検査官印 検査官印管理簿(H２８.３.～） 中国検査部山口事務所 2017年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後６年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１７年度 山口事務所 検査官印 平成２９年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2018年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2018年度 山口事務所 検査官印 平成３0年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2019年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2019年度 山口事務所 検査官印 平成３１年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2020年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１５年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2020年度 山口事務所 検査官印 令和２年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2021年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１６年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2021年度 山口事務所 検査官印 令和３年度検査官印使用簿 中国検査部山口事務所 2022年4月1日 廃棄又は欠番とした日に係る特定日以後１６年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00１年度 山口事務所 検査場施設に係る書類 検査機器台帳 山口運輸支局 2002年4月1日 ３0年 2032年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１４年度 山口事務所 公印 平成２６年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 公印 平成１４年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00７年度 山口事務所 公印 平成１９年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 公印 平成２0年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１１年度 山口事務所 公印 平成２３年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 公印 平成１５年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00４年度 山口事務所 公印 平成１６年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00５年度 山口事務所 公印 平成１７年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00６年度 山口事務所 公印 平成１８年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 公印 平成２１年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１0年度 山口事務所 公印 平成２２年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１２年度 山口事務所 公印 平成２４年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２0１３年度 山口事務所 公印 平成２５年度押印記録簿 中国検査部山口事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00２年度 山口事務所 購入・契約・支払 平成１４年度工事等綴（仕様書・図面、写真、工程表、監督日誌等） 中国検査部山口事務所 2003年4月1日 特定日以後７年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00３年度 山口事務所 購入・契約・支払 平成１５年度工事等綴（仕様書・図面、写真、工程表、監督日誌等） 中国検査部山口事務所 2004年4月1日 特定日以後７年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00８年度 山口事務所 購入・契約・支払 平成２0年度工事等綴（仕様書・図面、写真、工程表、監督日誌等） 中国検査部山口事務所 2009年4月1日 特定日以後７年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
２00９年度 山口事務所 購入・契約・支払 平成２１年度工事等綴（仕様書・図面、写真、工程表、監督日誌等） 中国検査部山口事務所 2010年4月1日 特定日以後７年 - 紙 事務室 山口事務所長 廃棄
2002年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2002年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2003年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2002年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2002年度 検査部 通達 通達 管理課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2002年度 検査部 通達 通達 検査課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2003年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2003年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2004年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2003年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2003年度 検査部 通達 通達 管理課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2003年度 検査部 通達 通達 検査課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2004年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2004年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2005年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2004年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2004年度 検査部 通達 通達 管理課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2004年度 検査部 通達 通達 検査課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2005年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2005年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2006年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄



2005年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2005年度 検査部 通達 通達 管理課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2005年度 検査部 通達 通達 検査課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2006年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2006年度 検査部 通達 通達 管理課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2006年度 検査部 通達 通達 検査課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2007年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2007年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2008年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2007年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2007年度 検査部 通達 通達 管理課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2007年度 検査部 通達 通達 検査課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2008年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2008年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2009年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2008年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2008年度 検査部 通達 通達 管理課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2008年度 検査部 通達 通達 検査課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2009年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2009年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2010年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2009年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2009年度 検査部 通達 通達 管理課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2009年度 検査部 通達 通達 検査課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2010年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2010年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2011年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2010年度 検査部 庶務 法人文書分類基準表 管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2010年度 検査部 通達 通達 管理課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2010年度 検査部 通達 通達 検査課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 通達 通達 管理課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 通達 通達 検査課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2011年度 検査部 改造 平成２３年度改造自動車届出書 届出者 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 通達 通達 管理課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 通達 通達 検査課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2012年度 検査部 改造 平成２４年度改造自動車届出書 届出者 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 通達 通達 管理課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 通達 通達 検査課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2013年度 検査部 改造 平成２５年度改造自動車届出書 届出者 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 平成２６年度立替金請求書 管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 通達 通達 管理課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 通達 通達 検査課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 改造 平成２６年度改造自動車届出書 届出者 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2014年度 検査部 会計 平成２６年度経理関係書類 管理課 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 平成２７年度立替金請求書 管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 通達 通達 管理課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 通達 通達 検査課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 改造 平成２７年度改造自動車届出書 届出者 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2015年度 検査部 会計 平成２７年度経理関係書類 管理課 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度非常勤採用関係 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度職員旅費請求書 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年超過勤務命令簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年出勤簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年休暇簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 平成２８年度立替金請求書 管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄



2016年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 通達 通達 管理課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 通達 通達 検査課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 改造 平成２８年度改造自動車届出書 届出者 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 並行 平成２８年度並行輸入自動車届出書 届出者 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2016年度 検査部 会計 平成２８年度経理関係書類 管理課 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度非常勤採用関係 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度職員旅費請求書 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年超過勤務命令簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年出勤簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年休暇簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 平成２９年度立替金請求書 管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 通達 通達 管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 通達 通達 検査課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 改造 平成２９年度改造自動車届出書 届出者 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 並行 平成２９年度並行輸入自動車届出書 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2017年度 検査部 会計 平成２９年度経理関係書類 管理課 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３0年度非常勤採用関係 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年度職員旅費請求書 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年超過勤務命令簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年出勤簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年休暇簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 平成３０年度立替金請求書 管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 切手受払簿 管理課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 通達 通達 管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 通達 通達 検査課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 改造 平成３０年度改造自動車届出書 届出者 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 並行 平成３０年度並行輸入自動車届出書 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 新規 新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 会計 平成３０年度経理関係書類 管理課 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 管理課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 管理課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 会議関係資料 管理課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2018年度 検査部 庶務 会議関係資料 検査課 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３１年度非常勤採用関係 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年度職員旅費請求書 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年超過勤務命令簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年出勤簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年休暇簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 平成３０年度立替金請求書 管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄



2019年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 切手受払簿 管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 通達 通達 管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 通達 通達 検査課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 管理課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管
2019年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 検査課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管
2019年度 検査部 改造 平成３１年度改造自動車届出書 届出者 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 並行 平成３１年度並行輸入自動車届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 新規 新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 会計 平成３１年度経理関係書類 管理課 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 会議関係資料 管理課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2019年度 検査部 庶務 会議関係資料 検査課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 平成３１年度非常勤採用関係 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 書留簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 旅行命令簿・依頼簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 職員旅費請求書 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 超過勤務命令簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 令和２年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 出勤簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 休暇簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 立替金請求書 管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 切手受払簿 管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 通達 通達 管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 通達 通達 検査課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 管理課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管
2020年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 検査課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管
2020年度 検査部 改造 令和２年度改造自動車届出書 届出者 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 改造 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 並行 令和２年度並行輸入自動車届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 並行 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 新規 新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 新規 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 会計 令和２年度経理関係書類 管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 会議関係資料 管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 研修関係資料 管理課 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 会議関係資料 検査課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2020年度 検査部 庶務 研修関係資料 検査課 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 令和３年度非常勤採用関係 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 受付記録簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 起案簿 管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 書留簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 法人文書ファイル管理簿 管理課 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 標準文書保存期間基準 管理課 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 旅行命令簿・依頼簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 職員旅費請求書 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 超過勤務命令簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 令和３年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 出勤簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 休暇簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 検査課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 立替金請求書 管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 通勤手当認定簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 住居手当認定簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 単身赴任手当認定簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 扶養手当認定簿 管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 小口現金出納帳 管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 切手受払簿 管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 通達 通達 管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 通達 通達 検査課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 管理課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管



2021年度 検査部 通達 コロナ関係指針・通知文書 検査課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 移管
2021年度 検査部 改造 令和３年度改造自動車届出書 届出者 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 改造 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 並行 令和３年度並行輸入自動車届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 並行 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 新規 新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 新規 新規検査等届出書（代表） 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 新規 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 会計 振替伝票 管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 会計 契約関係書類 管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 会計 令和３年度経理関係書類 管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 会議関係資料 管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 研修関係資料 管理課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 会議関係資料 検査課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2021年度 検査部 庶務 研修関係資料 検査課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 検査部 四国検査部長 廃棄
2002年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2002年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2002年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2002年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2003年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2003年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2003年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2003年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2004年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2004年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2004年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2004年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2005年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2005年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2005年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2005年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2006年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2007年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2007年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2007年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2007年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2008年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2008年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2008年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2008年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2009年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2009年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2009年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2009年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2010年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2010年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2010年度 徳島 庶務 法人文書分類基準表 徳島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2010年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 改造 平成２３年度改造自動車届出書 届出者 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2011年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 改造 平成２４年度改造自動車届出書 届出者 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2012年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 改造 平成２５年度改造自動車届出書 届出者 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2013年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 改造 平成２６年度改造自動車届出書 届出者 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 会計 平成２６年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2014年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 改造 平成２７年度改造自動車届出書 届出者 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 会計 平成２７年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2015年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄



2016年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年度旅費請求書 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年出勤簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年休暇簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 庶務 平成２８年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 改造 平成２８年度改造自動車届出書 届出者 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 並行 平成２８年度並行輸入自動車届出書 届出者 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 会計 平成２８年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2016年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年度旅費請求書 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年出勤簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年休暇簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 改造 平成２９年度改造自動車届出書 届出者 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 並行 平成２９年度並行輸入自動車届出書 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 会計 平成２９年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2017年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年度旅費請求書 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年出勤簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年休暇簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 切手受払簿 徳島事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 改造 平成３０年度改造自動車届出書 届出者 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 並行 平成３０年度並行輸入自動車届出書 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 新規 新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 会計 平成３0年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 徳島事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 徳島事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 庶務 会議関係資料 徳島事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2018年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 徳島事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年度旅費請求書 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年出勤簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年休暇簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 平成３１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 切手受払簿 徳島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 通達 コロナ関係指針・通知文書 徳島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 移管
2019年度 徳島 改造 平成３１年度改造自動車届出書 届出者 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 並行 平成３１年度並行輸入自動車届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 新規 新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 会計 平成３１年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 徳島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 徳島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 徳島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2019年度 徳島 庶務 会議関係資料 徳島事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 書留簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年度旅費請求書 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年出勤簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年休暇簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄



2020年度 徳島 庶務 切手受払簿 徳島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 通達 コロナ関係指針・通知文書 徳島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 移管
2020年度 徳島 改造 令和２年度改造自動車届出書 届出者 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 改造 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 並行 令和２年度並行輸入自動車届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 並行 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 新規 新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 新規 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 会計 令和２年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 徳島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 徳島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 徳島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 会議関係資料 徳島事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2020年度 徳島 庶務 研修関係資料 徳島事務所 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 受付記録簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 起案簿 徳島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 書留簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部徳島事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 徳島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部徳島事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年度旅費請求書 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和２年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年出勤簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年休暇簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 徳島事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 切手受払簿 徳島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 通達 コロナ関係指針・通知文書 徳島事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 移管
2021年度 徳島 改造 令和３年度改造自動車届出書 届出者 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 改造 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 並行 令和３年度並行輸入自動車届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 並行 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 新規 新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 新規 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 会計 令和３年度購入依頼書、納品書、検査調書 徳島事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 通達 通達 徳島事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 徳島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 徳島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 徳島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 会議関係資料 徳島事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2021年度 徳島 庶務 研修関係資料 徳島事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　徳島事務所長 廃棄
2002年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2002年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2002年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2002年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2003年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2003年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2003年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2003年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2004年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2004年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2004年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2004年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2005年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2005年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2005年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2005年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2006年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2007年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2007年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2007年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2007年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2008年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2008年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2008年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2008年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2009年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2009年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2009年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2009年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2010年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2010年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2010年度 愛媛 庶務 法人文書分類基準表 愛媛事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2010年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 改造 平成２３年度改造自動車届出書 届出者 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2011年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2012年度 愛媛 改造 平成２４年度改造自動車届出書 届出者 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2012年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2012年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2012年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄



2012年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2012年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 改造 平成２５年度改造自動車届出書 届出者 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2013年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 改造 平成２６年度改造自動車届出書 届出者 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 会計 平成２６年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2014年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 改造 平成２７年度改造自動車届出書 届出者 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 会計 平成２７年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2015年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年度旅費請求書 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年出勤簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年休暇簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 庶務 平成２８年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 改造 平成２８年度改造自動車届出書 届出者 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 並行 平成２８年度並行輸入自動車届出書 届出者 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 会計 平成２８年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2016年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年度旅費請求書 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年出勤簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年休暇簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 改造 平成２９年度改造自動車届出書 届出者 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 並行 平成２９年度並行輸入自動車届出書 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 会計 平成２９年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2017年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年度旅費請求書 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年出勤簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年休暇簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 切手受払簿 愛媛事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 改造 平成３０年度改造自動車届出書 届出者 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 並行 平成３０年度並行輸入自動車届出書 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 新規 新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 会計 平成３0年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 愛媛事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 愛媛事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 愛媛事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2018年度 愛媛 庶務 会議関係資料 愛媛事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年度旅費請求書 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年出勤簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄



2019年度 愛媛 庶務 平成３１年休暇簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 平成３１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 切手受払簿 愛媛事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 通達 コロナ関係指針・通知文書 愛媛事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 移管
2019年度 愛媛 改造 平成３１年度改造自動車届出書 届出者 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 並行 平成３１年度並行輸入自動車届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 新規 新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 会計 平成３１年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 愛媛事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 愛媛事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 愛媛事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2019年度 愛媛 庶務 会議関係資料 愛媛事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 書留簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年度旅費請求書 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年出勤簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年休暇簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 切手受払簿 愛媛事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 通達 コロナ関係指針・通知文書 愛媛事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 移管
2020年度 愛媛 改造 令和２年度改造自動車届出書 届出者 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 改造 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 並行 令和２年度並行輸入自動車届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 並行 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 新規 新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 新規 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 会計 令和２年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 愛媛事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 愛媛事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 愛媛事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 会議関係資料 愛媛事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2020年度 愛媛 庶務 研修関係資料 愛媛事務所 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 受付記録簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 起案簿 愛媛事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 書留簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部愛媛事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 愛媛事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部愛媛事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年度旅費請求書 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年出勤簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年休暇簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 愛媛事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 切手受払簿 愛媛事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 通達 コロナ関係指針・通知文書 愛媛事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 移管
2021年度 愛媛 改造 令和３年度改造自動車届出書 届出者 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 改造 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 並行 令和３年度並行輸入自動車届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 並行 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 新規 新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 新規 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 会計 令和３年度購入依頼書、納品書、検査調書 愛媛事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 通達 通達 愛媛事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 愛媛事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 愛媛事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 愛媛事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 会議関係資料 愛媛事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 研修関係資料 愛媛事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　愛媛事務所長 廃棄
2002年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2002年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2003年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2002年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2002年度 高知 通達 通達 高知事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2003年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2003年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2004年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2003年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2003年度 高知 通達 通達 高知事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2004年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2004年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2005年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2004年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2004年度 高知 通達 通達 高知事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2005年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2005年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2006年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2005年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2005年度 高知 通達 通達 高知事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2006年度 高知 通達 通達 高知事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄



2007年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2007年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2008年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2007年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2007年度 高知 通達 通達 高知事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2008年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2008年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2009年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2008年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2008年度 高知 通達 通達 高知事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2009年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2009年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2010年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2009年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2009年度 高知 通達 通達 高知事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2010年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2010年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2011年4月1日 常用 － 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2010年度 高知 庶務 法人文書分類基準表 高知事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2010年度 高知 通達 通達 高知事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 改造 平成２３年度改造自動車届出書 届出者 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2012年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2011年度 高知 通達 通達 高知事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 改造 平成２４年度改造自動車届出書 届出者 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2013年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2012年度 高知 通達 通達 高知事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 改造 平成２５年度改造自動車届出書 届出者 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2014年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2013年度 高知 通達 通達 高知事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 改造 平成２６年度改造自動車届出書 届出者 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2015年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 会計 平成２６年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2015年4月1日 7年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2014年度 高知 通達 通達 高知事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2016年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 改造 平成２７年度改造自動車届出書 届出者 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 会計 平成２７年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2015年度 高知 通達 通達 高知事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2017年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年度旅費請求書 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年度超過勤務命令簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年出勤簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年休暇簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 庶務 平成２８年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 改造 平成２８年度改造自動車届出書 届出者 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 並行 平成２８年度並行輸入自動車届出書 届出者 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 会計 平成２８年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2016年度 高知 通達 通達 高知事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2018年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年度旅費請求書 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年度超過勤務命令簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年出勤簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年休暇簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 庶務 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 改造 平成２９年度改造自動車届出書 届出者 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 並行 平成２９年度並行輸入自動車届出書 届出者 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 会計 平成２９年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2017年度 高知 通達 通達 高知事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2019年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄



2018年度 高知 庶務 平成３０年度旅費請求書 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年度超過勤務命令簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年出勤簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年休暇簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 切手受払簿 高知事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 改造 平成３０年度改造自動車届出書 届出者 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 並行 平成３０年度並行輸入自動車届出書 届出者 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 新規 新規検査等届出書 届出者 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 会計 平成３0年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 通達 通達 高知事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 高知事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 高知事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 庶務 会議関係資料 高知事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2018年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 高知事務所 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2020年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年度旅費請求書 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年度超過勤務命令簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年出勤簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年休暇簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 平成３１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 切手受払簿 高知事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 通達 コロナ関係指針・通知文書 高知事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 移管
2019年度 高知 改造 平成３１年度改造自動車届出書 届出者 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 並行 平成３１年度並行輸入自動車届出書 届出者 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 新規 新規検査等届出書 届出者 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 会計 平成３１年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 通達 通達 高知事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 高知事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 高知事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 庶務 会議関係資料 高知事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2019年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 高知事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 書留簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2021年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年度旅費請求書 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年度超過勤務命令簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年出勤簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年休暇簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 切手受払簿 高知事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 通達 コロナ関係指針・通知文書 高知事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 移管
2020年度 高知 改造 令和２年度改造自動車届出書 届出者 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 改造 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 並行 令和２年度並行輸入自動車届出書 届出者 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 並行 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 新規 新規検査等届出書 届出者 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 新規 取下願出書 届出者 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 会計 令和２年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 通達 通達 高知事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 高知事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 高知事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 会議関係資料 高知事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 庶務 研修関係資料 高知事務所 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2020年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 高知事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 受付記録簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 起案簿 高知事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 愛媛 庶務 書留簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 法人文書ファイル管理簿 四国検査部高知事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 高知事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 標準文書保存期間基準 四国検査部高知事務所 2022年4月1日 常用 － 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年度旅費請求書 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年度勤務時間報告書・管理職員特別勤務実績簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年出勤簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年休暇簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙、電子 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 高知事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 切手受払簿 高知事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 通達 コロナ関係指針・通知文書 高知事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 移管
2021年度 高知 改造 令和３年度改造自動車届出書 届出者 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 改造 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 並行 令和３年度並行輸入自動車届出書 届出者 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 並行 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄



2021年度 高知 新規 新規検査等届出書 届出者 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 新規 取下願出書 届出者 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 会計 令和３年度購入依頼書、納品書、検査調書 高知事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 通達 通達 高知事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却申請書 高知事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 会計 固定資産（少額備品）一覧表（現物突合） 高知事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 会議関係資料 高知事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 庶務 研修関係資料 高知事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
2021年度 高知 会計 固定資産（少額備品）除却決定報告書 高知事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 四国検査部　高知事務所長 廃棄
２00３年度 文書 共通 平成１５年度起案簿 九州検査部管理課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 文書 共通 平成１６年度起案簿 九州検査部管理課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00５年度 文書 共通 平成１７年度起案簿 九州検査部管理課 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00６年度 文書 共通 平成１８年度起案簿 九州検査部管理課 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00７年度 文書 共通 平成１９年度起案簿 九州検査部管理課 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00８年度 文書 共通 平成２０年度起案簿 九州検査部管理課 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00９年度 文書 共通 平成２１年度起案簿 九州検査部管理課 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１0年度 文書 共通 平成２２年度起案簿 九州検査部管理課 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 平成２３年度起案簿 九州検査部管理課 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 平成２４年度起案簿 九州検査部管理課 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 平成２５年度起案簿 九州検査部管理課 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 平成２６年度起案簿 九州検査部管理課 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 平成２７年度起案簿 九州検査部管理課 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度起案簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度起案簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 公印関係綴 九州検査部管理課 2013年4月1日 常用 2043年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 文書 共通 法人文書ファイル管理簿 九州検査部管理課 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 標準文書保存期間基準 九州検査部管理課 2012年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 文書 共通 法人文書分類基準表 九州検査部管理課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１１年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２３年度） 九州検査部管理課 2012年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２４年度） 九州検査部管理課 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２５年度） 九州検査部管理課 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２６年度） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２７年度） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度受付記録簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度受付記録簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 文書 共通 平成２８年度出勤簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２９年度出勤簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 業務支援関係（平成２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 業務支援関係（平成２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 平成２８年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 平成２９年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（平成２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（平成２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 文書 共通 安否確認訓練関係（平成２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 文書 共通 安否確認訓練関係（平成２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 公文書類 総務関係通達文書 九州検査部管理課 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 公文書類 平成２３年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 平成２４年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 平成２５年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 平成２６年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 平成２７年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 平成２８年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 平成２９年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 公文書類 人事関係通達文書 九州検査部管理課 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄



２00３年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 公文書類 共済関係通達文書 九州検査部管理課 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00３年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00５年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00６年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00７年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00８年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00９年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１0年度 管理課 公文書類 会計関係通達文書 九州検査部管理課 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１１年度 管理課 公文書類 平成２３年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 管理課 公文書類 平成２４年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 管理課 公文書類 平成２５年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 公文書類 平成２６年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 平成２７年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 平成２８年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 平成２９年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度書留簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 任免 平成２８年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 任免 平成２９年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度～ 管理課 給与 扶養親族届・扶養手当認定簿 九州検査部管理課 2005年4月1日 常用 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度～ 管理課 給与 住居届・住居手当認定簿 九州検査部管理課 2005年4月1日 常用 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度～ 管理課 給与 通勤届・通勤手当認定簿 九州検査部管理課 2005年4月1日 常用 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度～ 管理課 給与 単身赴任届・単身赴任手当認定簿 九州検査部管理課 2005年4月1日 常用 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 給与 平成２８年度勤務報告書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 給与 平成２９年度勤務報告書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 健康管理 平成２８年度健康診断 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 健康管理 平成２９年度健康診断 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 共済組合 平成２６年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 共済組合 平成２６年度共済組合関係 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 共済組合 平成２７年度共済組合関係 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 共済組合 平成２８年度共済組合関係 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 共済組合 平成２９年度共済組合関係 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 平成２６年度年間契約・単価契約関係（独法） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（平成２６年度） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（平成２７年度） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（平成２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（平成２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（２６年度） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（２７年度） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（２８年度） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（２９年度） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 平成２６年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 平成２６年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 契約 平成２６年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 契約 平成２７年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 契約 平成２８年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 管理課 出納員 平成２６年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 出納員 平成２７年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 出納員 平成２８年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 出納員 平成２９年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度～ 管理課 物品 重要物品台帳 九州検査部管理課 2013年4月1日 常用 2043年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１２年度～ 管理課 物品 少額備品台帳 九州検査部管理課 2013年4月1日 常用 2043年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 管理課 公文書類 平成２７年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 公文書類 平成２８年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 公文書類 平成２９年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度～ 管理課 登録 登録確認調査印管理簿 九州検査部管理課 2016年4月1日 常用 2046年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度起案簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（３0年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度受付記録簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 業務支援関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 平成３０年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄



２0１８年度 文書 共通 平成３１年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 安否確認訓練関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 事務代理者指名関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 企画担当検査官指名関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 名義使用承認関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 文書 共通 不当要求防止責任者関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 平成３０年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 平成３０年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３０年度切手受払簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 庶務 平成３０年度書留簿 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 任免 平成３０年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 給与 平成３０年度勤務報告書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 健康管理 平成３０年度健康診断 九州検査部管理課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 共済組合 平成３０年度共済組合関係 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 宿舎 平成３０年度宿舎関係 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 出納員 平成３０年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 公文書類 平成３０年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 契約 平成２９年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 管理課 契約 平成３０年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査業務実習実施報告関係（平成３０年度） 九州検査部管理課 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部検査課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00３年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00４年度 検査課 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部検査課 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度検査機器較正関係 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度検査機器較正関係 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度ブレーキ判定値変更記録表 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１２年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２４年） 九州検査部検査課 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１３年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２５年） 九州検査部検査課 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１４年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２６年） 九州検査部検査課 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１５年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２７年） 九州検査部検査課 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２８年） 九州検査部検査課 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成２９年） 九州検査部検査課 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書綴(平成２９年） 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査官印管理簿（平成２９年度） 九州検査部検査課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度起案簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度受付記録簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 業務支援関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 令和１年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 安否確認訓練関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 事務代理者指名関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 企画担当検査官指名関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 名義使用承認関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 文書 共通 不当要求防止責任者関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 令和１年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 令和１年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和１年度切手受払簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 庶務 令和１年度書留簿 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 任免 令和１年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 給与 令和１年度勤務報告書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 健康管理 令和１年度健康診断 九州検査部管理課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 共済組合 令和１年度共済組合関係 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄



２0１９年度 管理課 宿舎 令和１年度宿舎関係 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和１年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和１年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和１年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 出納員 令和１年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 令和１年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（令和１年度） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 契約 令和１年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 管理課 公文書類 コロナ関連　令和１年度 九州検査部管理課 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 移管
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和元年度検査機器校正関係 九州検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和元年度制動力判定値変更記録表 九州検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和元年度判定値等確認結果記録表 九州検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和元年度封印シール授受出納簿 九州検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和元年度検査機器日常点検整備記録表 九州検査部検査課 2020年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 新規検査等届出書(令和元年度) 九州検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（令和元年） 九州検査部検査課 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書綴(令和元年） 九州検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査官印管理簿（令和元年度） 九州検査部検査課 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査業務実習実施報告関係（令和元年度） 九州検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 手数料に関すること 審査手数料過誤納報告（令和元年度） 九州検査部検査課 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 安否確認訓練関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 コロナ関連　令和２年度 九州検査部管理課 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 移管
２０２０年度 文書 共通 事務代理者指名関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 調査依頼関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 登録 登録確認調査事務報告関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度受付記録簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 令和２年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度書留簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度起案簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 庶務 令和２年度切手受払簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度共済組合関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 出納員 令和２年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 健康管理 令和２年度健康診断関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 宿舎 令和２年度宿舎関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 令和２年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 公文書類 令和２年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 契約 令和２年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 任免 令和２年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 共済組合 令和２年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度勤務報告書 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 企画担当検査官指名関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 業務支援関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 不当要求防止責任者関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 名義使用承認関係（令和２年度） 九州検査部管理課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度労働災害関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度昇格関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度昇給関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度勤勉関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 管理課 給与 令和２年度基準給与簿 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 文書 共通 令和２年度表彰関係 九州検査部管理課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１６年度 管理課 庶務 平成２８年度書留簿 九州検査部管理課 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１７年度 管理課 庶務 平成２９年度書留簿 九州検査部管理課 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度制動力判定値変更記録表 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度判定値等確認結果記録表 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度封印シール授受出納簿 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査業務実習実施報告関係（令和２年度） 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 手数料に関すること 審査手数料過誤納報告（令和２年度） 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度検査機器校正関係 九州検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 新規検査等届出書(令和２年度) 九州検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書綴(令和２年） 九州検査部検査課 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査官印管理簿（令和２年度） 九州検査部検査課 2021年4月1日 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（令和２年） 九州検査部検査課 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査場事故報告綴り（令和２年度） 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車の改造等に関すること 技術基準適合証明書の真正性確認綴り 九州検査部検査課 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（平成３０年） 九州検査部検査課 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書綴(平成３０年） 九州検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の改造等に関すること 新規検査等届出書(平成３０年度) 九州検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査官印管理簿（平成３０年度） 九州検査部検査課 2019年4月1日 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄



２0１８年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度検査機器較正関係 九州検査部検査課 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１８年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器に係る仕様書 九州検査部検査課 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0１９年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度判定値等確認結果記録表（機器設置時） 九州検査部検査課 2020年4月1日 機器の処分がされる日にかかる特定日以後１年 機器の処分がされる日にかかる特定日の翌年度より１年 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２０２０年度 検査課 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度判定値等確認結果記録表（機器設置時） 九州検査部検査課 2021年4月1日 機器の処分がされる日にかかる特定日以後１年 機器の処分がされる日にかかる特定日の翌年度より１年 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 安否確認訓練関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 コロナ関連　令和３年度 九州検査部管理課 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 移管
２0２１年度 文書 共通 事務代理者指名関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 調査依頼関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 登録 登録確認調査事務報告関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 年間（単価）契約分請求書関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 年間契約分請求書・検査確認調書（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 法人文書ファイル移管・廃棄簿（３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度受付記録簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 令和３年度会計関係通達文書 九州検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度書留簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度起案簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 庶務 令和３年度切手受払簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度共済組合関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度業務補助職員配置計画 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 出納員 令和３年度金銭出納帳 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 健康管理 令和３年度健康診断関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度公共料金（電気・ガス・水道）立替金請求書関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度購入要求関係綴り（施設及び検査機器修繕） 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度購入要求関係綴り（物品等購入） 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 宿舎 令和３年度宿舎関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度総合検診勤務免除綴 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 令和３年度総務・人事関係通達文書 九州検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度超過勤務命令簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 公文書類 令和３年度登録確認調査事務関係通達文書 九州検査部管理課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度特別休暇簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 契約 令和３年度年間契約・単価契約関係（機構） 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 任免 令和３年度非常勤職員関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 共済組合 令和３年度被扶養者申告書 九州検査部管理課 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度勤務報告書 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度旅行命令・旅費請求書 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度年次休暇簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 監事監査・内部監査室監査（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 企画担当検査官指名関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 業務支援関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 不当要求防止責任者関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 名義使用承認関係（令和３年度） 九州検査部管理課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度労働災害関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度昇格関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度昇給関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度勤勉関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 管理課 給与 令和３年度基準給与簿 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 文書 共通 令和３年度表彰関係 九州検査部管理課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年審査機器定期点検記録表 九州検査部検査課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度検査機器日常点検整備記録表 九州検査部検査課 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度制動力判定値変更記録表 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度判定値等確認結果記録表 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度封印シール授受出納簿 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査業務実習実施報告関係（令和３年度） 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 手数料に関すること 審査手数料過誤納報告（令和３年度） 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度検査機器校正関係 九州検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 新規検査等届出書(令和３年度) 九州検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 並行輸入自動車届出書綴(令和３年） 九州検査部検査課 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査官印管理簿（令和３年度） 九州検査部検査課 2022年4月1日 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 検査官印を廃棄又は欠番とした日にかかる特定日の翌年度より３年 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書綴（令和３年） 九州検査部検査課 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の審査業務に関すること 検査場事故報告綴り（令和３年度） 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２0２１年度 検査課 自動車の改造等に関すること 技術基準適合証明書の真正性確認綴り（令和３年度） 九州検査部検査課 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 九州検査部長 廃棄
２00２年度 北九州事務所 庶務 平成１４年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 庶務 平成１５年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 庶務 平成１６年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00５年度 北九州事務所 庶務 平成１７年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00６年度 北九州事務所 庶務 平成１８年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00７年度 北九州事務所 庶務 平成１９年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00８年度 北九州事務所 庶務 平成２０年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00９年度 北九州事務所 庶務 平成２１年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１0年度 北九州事務所 庶務 平成２２年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１１年度 北九州事務所 庶務 平成２３年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 庶務 平成２４年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 庶務 平成２５年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 庶務 平成２６年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度受付記録簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度受付記録簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年出勤簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年出勤簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年年次休暇簿・特別休暇簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄



２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年年次休暇簿・特別休暇簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度超過勤務等命令簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度超過勤務等命令簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度旅行命令簿（概算・精算請求書含む） 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度旅行命令簿（概算・精算請求書含む） 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 庶務 会計人事関係通達 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 庶務 平成２４年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 庶務 平成２５年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 庶務 平成２６年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 庶務 平成２４年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 庶務 平成２５年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 庶務 平成２６年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 庶務 行政文書ファイル管理簿 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 常用 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 庶務 行政文書分類基準表 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 庶務 平成２４年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 庶務 平成２５年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 庶務 平成２６年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 庶務 平成２４年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 庶務 平成２５年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 庶務 平成２６年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 庶務 平成２７年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 庶務 平成２８年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 庶務 平成３０年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 自動車検査用機械機具の認定 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 自動車検査用機械機具の管理要領 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２４年度 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２５年度 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２６年度 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２７年度 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２８年度 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成２９年度 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　平成３０年度 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２４年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２５年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２６年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２７年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２８年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２４年度重量計検定 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 庶務 平成２９年度検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00５年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00６年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00７年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00８年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00９年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１0年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１１年度 北九州事務所 自動車検査場の施設に係る書類 自動車検査場の施設に係る書類 九州検査部北九州事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 改造 平成２４年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 改造 平成２５年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 改造 平成２６年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 改造 平成２７年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 改造 平成２８年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 改造 平成２９年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 改造 平成３０年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 並行 平成２４年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 並行 平成２５年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 並行 平成２６年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄



２0１５年度 北九州事務所 並行 平成２７年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 並行 平成２８年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 並行 平成２９年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 並行 平成３０年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 並行 平成２９年度並行輸入車綴り（四輪） 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 並行 平成３０年度並行輸入車綴り（四輪） 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 並行 平成２９年度並行輸入車綴り（二輪） 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00２年度 北九州事務所 検査場資料 自動車の許容限度表 九州検査部北九州事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 検査場 北九州事務所長 廃棄
２00２年度 北九州事務所 検査場資料 大型４社の４軸計算綴り 九州検査部北九州事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 検査場 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 審査基準及び標準処理期間 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00５年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00６年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00７年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00７年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00８年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00９年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１0年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 検査法人審査事務規程 九州検査部北九州事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00５年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00６年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00７年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00８年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00９年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１0年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準の細目告示及び実施要領等 九州検査部北九州事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00５年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部北九州事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２４年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２５年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２６年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２７年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２８年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成２９年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成３０年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２00３年度 北九州事務所 公印 公印台帳 九州検査部北九州事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２00４年度 北九州事務所 公印 公印・受付・担当者印台帳 九州検査部北九州事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１２年度 北九州事務所 公印 平成２４年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１３年度 北九州事務所 公印 平成２５年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１４年度 北九州事務所 公印 平成２６年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１５年度 北九州事務所 公印 平成２７年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１６年度 北九州事務所 公印 平成２８年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 公印 平成２９年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 公印 平成３０年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１７年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成２９年度　検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部北九州事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１８年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成３０年度　検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部北九州事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度受付記録簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年出勤簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年年次休暇簿・特別休暇簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度超過勤務等命令簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度旅行命令簿（概算・精算請求書含む） 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度切手受払簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度朝礼等議事録 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 平成３１年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 令和元年度審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 ２0１９年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 ２0１９年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 ２0１９年度資産（小額備品）突合せ 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 ２0１９年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 ２0１９年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２0１９年度審査機器管理日誌 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　２0１９年度 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２0１９年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 改造 平成３１年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 並行 平成３１年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 並行 平成３１年度並行輸入車綴り（四輪） 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 平成３１年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 公印 平成３１年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 公印 平成３１年度　押印記録簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 平成３１年度　検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 公印 平成３１年度　登録調査印管理簿 九州検査部北九州事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度受付記録簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年出勤簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年年次休暇簿・特別休暇簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度超過勤務等命令簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度旅行命令簿（概算・精算請求書含む） 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度朝礼等議事録 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 ２０２０年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄



２０２０年度 北九州事務所 庶務 ２０２０年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 ２０２０年度資産（小額備品）突合せ 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 ２０２０年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 ２０２０年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２０２０年度審査機器管理日誌 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　２０２０年度 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２０２０年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 改造 令和２年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 並行 令和２年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 並行 令和２年度並行輸入車綴り（四輪） 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 令和２年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 公印 令和２年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 公印 令和２年度　押印記録簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 令和２年度　検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 公印 令和２年度　登録調査印管理簿 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度　在宅勤務実施計画・報告関係 九州検査部北九州事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0１９年度 北九州事務所 庶務 令和元年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 北九州事務所長 廃棄
２０２０年度 北九州事務所 庶務 令和２年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度起案簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度受付記録簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年出勤簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年年次休暇簿・特別休暇簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度超過勤務等命令簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度旅行命令簿（概算・精算請求書含む） 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度健康診断関係（検査確認調書等含む） 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度所内会議議事録 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度審査業務中の事故関係 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度検査場におけるトラブル関係 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 ２0２１年度入札公示 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 ２0２１年度固定資産・少額備品処分 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 ２0２１年度資産（小額備品）突合せ 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 ２0２１年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 ２0２１年度年間契約・納品書・検査確認調書 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２0２１年度審査機器管理日誌 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 検査用機械器具点検記録票　２0２１年度 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 ２0２１年度自動車検査用機械の校正 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 改造 令和３年度改造申請書 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 並行 令和３年度並行輸入車届出書　受付台帳 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 並行 令和３年度並行輸入車綴り（四輪） 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存 令和３年度検査関係通達 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバ 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 公印 令和３年度担当者印管理簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 公印 令和３年度　押印記録簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 自動車検査用機械器具 令和３年度　検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 公印 令和３年度　登録調査印管理簿 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 廃棄
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度　在宅勤務実施計画・報告関係 九州検査部北九州事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 北九州事務所長 移管
２0２１年度 北九州事務所 庶務 令和３年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 北九州事務所長 移管
２00２年度 久留米事務所 総務 平成１４年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 総務 平成１５年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 総務 平成１６年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 総務 平成１７年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 総務 平成１８年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 総務 平成１９年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 総務 平成２０年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 総務 平成２１年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 総務 平成２２年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 総務 平成２３年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 総務 平成２４年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 総務 平成２５年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 総務 平成２６年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 総務 平成２７年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 総務 平成２８年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 総務 平成２９年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 総務 平成３０年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 総務 行政文書ファイル管理簿 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 総務 行政文書分類基準表 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 総務 平成２９年度受付記録簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 総務 平成３０年度受付記録簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 総務 平成２９年度書留簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 総務 平成３０年度書留簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 公印 担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 公印 平成１５年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 公印 平成１６年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 公印 平成１７年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 公印 平成１８年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 公印 平成１９年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 公印 平成２０年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 公印 平成２１年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 公印 平成２２年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 公印 平成２３年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 公印 平成２４年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 公印 平成２５年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 公印 平成２６年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 公印 平成２７年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 公印 平成２８年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄



２0１７年度 久留米事務所 公印 平成２９年度担当者印受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 公印 平成３０年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 公印 平成２９年度検査官印管理簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 公印 平成３０年度検査官印管理簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 公印 平成２９年度検査官印使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 公印 平成３０年度検査官印使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成１５年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成１６年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成１７年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成１８年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成１９年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２０年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２１年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２２年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２３年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２４年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２５年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２６年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２７年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２８年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成２９年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成３０年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成１５年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成１６年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成１７年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成１８年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成１９年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２０年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２１年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２２年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２３年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２４年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２５年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２６年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２７年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２８年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成２９年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成３０年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 不当要求防止 平成２９年度不当要求防止責任者の選任及び届出 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 不当要求防止 平成３0年度不当要求防止責任者の選任及び届出 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 健康管理 平成２９年度健康診断関係 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 健康管理 平成３０年度健康診断関係 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 服務 平成２９年度出勤簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 服務 平成３０年度出勤簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 服務 平成２９年度休暇簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 服務 平成３０年度休暇簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 服務 平成２９年度超過勤務等命令簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 服務 平成３０年度超過勤務等命令簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 服務 平成２９年度検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 服務 平成３０年度検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 服務 平成２９年度管理職員特別勤務実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 服務 平成３０年度管理職員特別勤務実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 旅行 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 旅行 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 旅行 平成２９年度旅費請求書及び内訳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 旅行 平成３０年度旅費請求書及び内訳 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 物品等管理 平成２７年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 物品等管理 平成２８年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 物品等管理 平成２９年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 物品等管理 平成３０年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 物品等管理 平成２７年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 物品等管理 平成２８年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 物品等管理 平成２９年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 物品等管理 平成３０年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 物品等管理 平成２７年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 物品等管理 平成２８年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 物品等管理 平成２９年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 物品等管理 平成３０年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 業務量統計システム 平成２９年度業務量統計システム関係 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 業務量統計システム 平成３０年度業務量統計システム関係 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 審査業務 審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 審査業務 平成１５年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 審査業務 平成１６年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 審査業務 平成１７年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 審査業務 平成１８年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 審査業務 平成１９年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 審査業務 平成２０年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 審査業務 平成２１年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 審査業務 平成２２年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 審査業務 平成２３年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 審査業務 平成２４年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 審査業務 平成２５年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 審査業務 平成２６年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 審査業務 平成２７年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄



２0１６年度 久留米事務所 審査業務 平成２８年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 審査業務 平成２９年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 審査業務 平成３０年度審査事務規程 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 審査業務 審査事務規程関係綴（通達）目録 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 審査業務 審査事務規程関係綴（通達） 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 審査業務 平成１５年度通達 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 審査業務 平成１６年度通達 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 審査業務 平成１７年度通達 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 審査業務 平成１８年度通達 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 審査業務 平成１９年度通達 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 審査業務 平成２０年度通達 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 審査業務 平成２１年度通達 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 審査業務 平成２２年度通達 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 審査業務 平成２３年度通達 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 審査業務 平成２４年度通達 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 審査業務 平成２５年度通達 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 審査業務 平成２６年度通達 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 審査業務 平成２７年度審査業務関係通達 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 審査業務 平成２８年度審査業務関係通達 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 審査業務 平成２９年度審査業務関係通達 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 審査業務 平成３０年度審査業務関係通達 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９２年度 久留米事務所 審査業務 １９９２年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９３年度 久留米事務所 審査業務 １９９３年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９４年度 久留米事務所 審査業務 １９９４年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９５年度 久留米事務所 審査業務 １９９５年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９６年度 久留米事務所 審査業務 １９９６年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９７年度 久留米事務所 審査業務 １９９７年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９８年度 久留米事務所 審査業務 １９９８年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
１９９９年度 久留米事務所 審査業務 １９９９年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
２000年度 久留米事務所 審査業務 ２０００年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 検査場 久留米事務所長 廃棄
２00１年度 久留米事務所 審査業務 ２００１年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 検査場 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 審査業務 ２００２年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 審査業務 ２００３年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 審査業務 ２００４年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 審査業務 ２００５年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 審査業務 ２００６年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 審査業務 ２００７年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 審査業務 １９８１年版自動車諸元表 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 検査場・事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 施設 平成１４年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 施設 平成１５年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 施設 平成１６年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 施設 平成１７年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 施設 平成１８年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 施設 平成１９年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 施設 平成２０年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 施設 平成２１年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 施設 平成２２年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 施設 平成２３年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 施設 平成２４年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 施設 平成２５年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 施設 平成２６年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 施設 平成２７年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 施設 平成２８年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 施設 平成２９年度自動車検査用機器台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00２年度 久留米事務所 施設 平成１４年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00３年度 久留米事務所 施設 平成１５年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00４年度 久留米事務所 施設 平成１６年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00５年度 久留米事務所 施設 平成１７年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00６年度 久留米事務所 施設 平成１８年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00７年度 久留米事務所 施設 平成１９年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00８年度 久留米事務所 施設 平成２０年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２00９年度 久留米事務所 施設 平成２１年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１0年度 久留米事務所 施設 平成２２年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１１年度 久留米事務所 施設 平成２３年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 施設 平成２４年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 施設 平成２５年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 施設 平成２６年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 施設 平成２７年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 施設 平成２８年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 施設 平成２９年度検査機器故障整備台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２４年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２４年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２５年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２５年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２６年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１４年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２６年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２７年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２７年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２８年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２８年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１２年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２４年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１３年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２５年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄



２0１４年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２６年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１５年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２７年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１６年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２８年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１７年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成２９年度新規検査等届出書 九州検査部久留米事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１８年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３０年度新規検査等届出書 九州検査部久留米事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 平成３１年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 平成３１年度受付記録簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 平成３１年度書留簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 平成３１年度業務一般 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 平成３１年度PCネットワークシステム 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 公印 平成３１年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 公印 平成３１年度押印記録簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 公印 平成３１年度検査官印管理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 公印 平成３１年度検査官印使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 平成３１年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 平成３１年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 不当要求防止 平成３１年度不当要求防止責任者の選任及び届出 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 平成３１年度相談事案処理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 健康管理 平成３１年度健康診断関係 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度出勤簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度休暇簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度超過勤務等命令簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度超過勤務手当関係綴 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 服務 平成３１年度管理職員特別勤務実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 旅行 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 旅行 平成３１年度旅費請求書及び内訳 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 会議及び研修 平成３１年度会議及び研修関係綴 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 物品等管理 平成３１年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 物品等管理 平成３１年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 物品等管理 平成３１年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 物品等管理 平成３１年度切手受払簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 物品等管理 平成３１年度自動車運行記録簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 業務量統計システム 平成３１年度業務量統計システム関係 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 審査業務 平成３１年度審査関係資料 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 検査場 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 街頭検査 平成３１年度街頭検査実施依頼書及び報告 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 改造・輸入車 平成３１年度新規検査等届出書 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 公印 登録確認調査印管理簿・使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 会議及び研修 登録確認調査事務実習関係 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 施設 封印シール出納・仕様管理簿 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度受付記録簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度書留簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度業務一般 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度PCネットワークシステム 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 公印 令和２年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 公印 令和２年度押印記録簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 公印 令和２年度検査官印管理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 公印 令和２年度検査官印使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 令和２年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 令和２年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 不当要求防止 令和２年度不当要求防止責任者の選任及び届出 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 令和２年度相談事案処理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 健康管理 令和２年度健康診断関係 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度出勤簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度休暇簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度超過勤務等命令簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度超過勤務手当関係綴 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 服務 令和２年度管理職員特別勤務実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 旅行 令和２年度旅行命令簿・依頼簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 旅行 令和２年度旅費請求書及び内訳 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 会議及び研修 令和２年度会議及び研修関係綴 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 物品等管理 令和２年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 物品等管理 令和２年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 物品等管理 令和２年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 物品等管理 令和２年度切手受払簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 物品等管理 令和２年度自動車運行記録簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 業務量統計システム 令和２年度業務量統計システム関係 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄



２０２０年度 久留米事務所 審査業務 令和２年度審査関係資料 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 検査場 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 街頭検査 令和２年度街頭検査実施依頼書及び報告 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和２年度新規検査等届出書 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 公印 登録確認調査印管理簿・使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 会議及び研修 登録確認調査事務実習関係 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２０２０年度 久留米事務所 施設 封印シール出納・仕様管理簿 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0１９年度 久留米事務所 総務 令和元年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 移管
２０２０年度 久留米事務所 総務 令和２年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 移管
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度起案簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度受付記録簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度書留簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度文書閲覧申請 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度業務日誌 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度業務一般 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度PCネットワークシステム 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 公印 令和３年度公印及び受付印管理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 公印 令和３年度押印記録簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 公印 令和３年度検査官印管理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 公印 令和３年度検査官印使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務関係法令及び通達 令和３年度規程及び細則（総務） 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 人事関係法令及び通達 令和３年度規程及び細則（人事） 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 不当要求防止 令和３年度不当要求防止責任者の選任及び届出 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 不当要求防止 令和３年度不当要求防止責任者講習（復命） 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 不当要求防止 令和３年度不当要求・トラブル関係 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 行政相談、苦情、要望等の処理 令和３年度相談事案処理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 庁舎等管理 令和３年度警備実施時間報告書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 健康管理 令和３年度健康診断関係 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度出勤簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度休暇簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度超過勤務等命令簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度超過勤務手当関係綴 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 服務 令和３年度管理職員特別勤務実績及び整理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 旅行 令和３年度旅行命令簿・依頼簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 旅行 令和３年度旅費請求書及び内訳 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 会議及び研修 令和３年度会議及び研修関係綴 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 会議及び研修 令和３年度会議・研修復命書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 会議及び研修 令和３年度事務所内会議・輪読会関係 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 物品等管理 令和３年度公共料金関係綴 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 物品等管理 令和３年度納品書、作業報告書及び検査確認調書綴 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 物品等管理 令和３年度物品購入要求 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 物品等管理 令和３年度切手受払簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 物品等管理 令和３年度自動車運行記録簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 業務量統計システム 令和３年度業務量統計システム関係 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 審査業務 令和３年度審査関係資料 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 検査場 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 街頭検査 令和３年度街頭検査実施依頼書及び報告 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 施設 令和３年度定期点検結果一覧表 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 施設 令和３年度検査機器日誌 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 施設 令和２年度検査場及び庁舎の事故等 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 施設 令和３年度検査場見学依頼書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度改造自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度改造自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度並行輸入自動車届出台帳 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度並行輸入自動車届出書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 改造・輸入車 令和３年度新規検査等届出書 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 公印 登録確認調査印管理簿・使用記録簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 会議及び研修 登録確認調査事務実習関係 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 会議及び研修 登録確認調査事務業務量報告 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 施設 封印シール出納・仕様管理簿 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 廃棄
２0２１年度 久留米事務所 総務 令和３年度コロナ関連 九州検査部久留米事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 久留米事務所長 移管
２00２年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１４年度） 九州検査部筑豊事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00３年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１５年度） 九州検査部筑豊事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00４年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１６年度） 九州検査部筑豊事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00５年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１７年度） 九州検査部筑豊事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00６年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１８年度） 九州検査部筑豊事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00７年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成１９年度） 九州検査部筑豊事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00８年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２０年度） 九州検査部筑豊事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00９年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２１年度） 九州検査部筑豊事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１0年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２２年度） 九州検査部筑豊事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１１年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２３年度） 九州検査部筑豊事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２４年度） 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２５年度） 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２６年度） 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２７年度） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２８年度） 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄



２0１８年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 庶務 平成２８年度　法人文書ファイル管理簿 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 平成２９年度　法人文書ファイル管理簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 平成３0年度　法人文書ファイル管理簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 庶務 平成２８年度　標準文書保存期間基準 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 平成２９年度　標準文書保存期間基準 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 平成３0年度　標準文書保存期間基準 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 庶務 平成２８年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 平成２９年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 平成３0年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00４年度 筑豊事務所 庶務 法人文書分類基準表 九州検査部筑豊事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 受付簿（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 受付簿（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　勤務計画表 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　勤務計画表 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　出勤状況報告書 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　出勤状況報告書 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　特別休暇簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　特別休暇簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　業務支援関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　業務支援関係 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 旅費請求書・旅行命令簿綴り（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 旅費請求書・旅行命令簿綴り（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 庶務 平成２９年度書留簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 庶務 平成３0年度　書留簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 健康管理 平成３0年度　健康診断関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 平成２９年度　不当要求防止対策関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 平成３０年度　不当要求防止対策関係 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３0年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２４年度総務関係通達 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２５年度総務関係通達 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２６年度総務関係通達 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２７年度総務関係通達 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２８年度総務関係通達 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　総務関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　総務関係 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度管内事務所長会議 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度管内事務所長会議 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　管内管理・企画担当検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　管内管理・企画担当検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成２９年度　管内検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３０年度　管内検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２４年度） 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２５年度） 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２６年度） 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２７年度） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 ３年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２８年度） 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ３年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ３年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ３年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 公印 平成２８年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ３年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 公印 平成２９年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ３年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 公印 平成３０年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ３年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 契約 平成２７年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 契約 平成２８年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 契約 平成２９年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 契約 平成３０年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 契約 平成２７年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 契約 平成２８年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 契約 平成２９年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 契約 平成３０年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２４年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２５年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２６年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２７年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２８年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２９年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３０年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２９年度　点検時間等記録簿 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３０年度　点検時間等記録簿 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２４年度　点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２５年度　点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２６年度　点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２７年度　点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２８年度　点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２９年度　修理・点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３０年度　修理・点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 １１年 2029年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 新規検査等届出書台帳（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 新規検査等届出書台帳（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出台帳（実績）（平成２４年度） 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 　１０年 2023年3月31日 電子 サーバ 筑豊事務所長 廃棄
２0１３年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出台帳（実績）（平成２５年度） 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 　１０年 2024年3月31日 電子 サーバ 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出台帳（実績）（平成２６年度） 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 　１０年 2025年3月31日 電子 サーバ 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出台帳（実績）（平成２７年度） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 　１０年 2026年3月31日 電子 サーバ 筑豊事務所長 廃棄
２0１２年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２４年度） 九州検査部筑豊事務所 2013年4月1日 　１０年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄



２0１３年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２５年度） 九州検査部筑豊事務所 2014年4月1日 　１０年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１４年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２６年度） 九州検査部筑豊事務所 2015年4月1日 　１０年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１５年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２７年度） 九州検査部筑豊事務所 2016年4月1日 　１０年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１６年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２８年度） 九州検査部筑豊事務所 2017年4月1日 　１０年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成２９年度） 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　１０年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成３０年度） 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　１０年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 並行輸入自動車に関すること 平成２９年度並行輸入自動車審査資料 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３０年度並行輸入自動車審査資料 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２９年度　最大安定傾斜角度測定結果報告書 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３０年度　最大安定傾斜角度測定結果報告書 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２９年度　新規検査等提出書面 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２９年度　事前提出書面(附則１関係) 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１７年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成２９年度　事前提出書面(附則２関係) 九州検査部筑豊事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３0年度　新規検査等届出書面(附則２) 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３0年度　新規検査等届出書面(附則３) 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１８年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３0年度　新規検査等届出書面(附則４) 九州検査部筑豊事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 平成３１年度安全衛生実施関係 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　所内会議議事録 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　総務関係 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度管内事務所長会議 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　管内管理・企画担当検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　管内検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 平成３１年度　新任検査課長・事務所長研修 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 庶務 平成３１年度　業務日誌 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（３１年度） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 公印 平成３１年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 契約 平成３１年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 契約 平成３１年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　検査機器管理日誌 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　点検時間等記録簿 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　判定値等確認結果記録表（第一号様式及び第一号様式の二） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　ブレーキ判定値変更記録表 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　制動力判定値変更記録表(二、三号様式） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　修理・点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　封印シール出納簿 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 平成３１年度　自動車審査証紙の過誤納について 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 平成３１年度　監査・調査指導・巡視関係 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 平成３１年度　検査関係通達 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 新規検査等届出書台帳（平成３１年度） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（平成３１年度） 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　１０年 2030年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３１年度並行輸入自動車審査資料 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　最大安定傾斜角度測定結果報告書 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　新規検査等届出書面(附則１) 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　新規検査等届出書面(附則２) 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　新規検査等届出書面(附則３) 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 平成３１年度　新規検査等届出書面(附則４) 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　法人文書ファイル管理簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　標準文書保存期間基準 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 受付簿（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　押印記録簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　勤務計画表 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　出勤状況報告書 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　特別休暇簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　業務支援関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 旅費請求書・旅行命令簿綴り（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 切手台帳（令和２年度) 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　書留簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 健康管理 令和２年度　健康診断関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 令和２年度　不当要求防止対策関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 令和２年度安全衛生実施関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　所内会議議事録 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　総務関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度管内事務所長会議 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　管内管理・企画担当検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和２年度　管内検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度　業務日誌 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 公印 令和２年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 契約 令和２年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 契約 令和２年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　検査機器日常点検検査整備記録表 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　判定値等確認結果記録表 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　制動力判定値変更記録表 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　修理・点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　封印シール出納・使用管理簿 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 令和２年度　自動車審査証紙の過誤納について 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 令和２年度　監査・調査指導・巡視関係 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 令和２年度　検査関係通達 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 新規検査等届出書台帳（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（令和２年度） 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 　１０年 2031年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 並行輸入自動車に関すること 令和２年度並行輸入自動車審査資料 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 　５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄



２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和２年度　最大安定傾斜角度測定結果報告書 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 　５年 2026年3月31日 紙 事務所 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和２年度　新規検査等届出書面(附則１) 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和２年度　新規検査等届出書面(附則２) 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和２年度　新規検査等届出書面(附則３) 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２０２０年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和２年度　新規検査等届出書面(附則４) 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0１９年度 筑豊事務所 庶務 令和元年度コロナ関連 九州検査部筑豊事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 移管
２０２０年度 筑豊事務所 庶務 令和２年度コロナ関連 九州検査部筑豊事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 移管
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 起案簿（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　法人文書ファイル管理簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　標準文書保存期間基準 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 受付簿（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　押印記録簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　勤務計画表 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　出勤状況報告書 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　特別休暇簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　業務支援関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　検査場見学関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 自動車等検査作業手当実績及び整理簿（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 旅費請求書・旅行命令簿綴り（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 切手台帳（令和３年度) 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　書留簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　自動車運行等記録簿・日常点検表 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 健康管理 令和３年度　健康診断関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 令和３年度　不当要求防止対策関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 安全衛生に係る書類 令和３年度安全衛生実施関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　所内会議議事録 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　総務関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度管内事務所長会議 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　管内管理・企画担当検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 事務の総合企画に関すること 令和３年度　管内検査官会議 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　業務日誌 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 公印 担当者印管理簿（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 公印 令和３年度　高度化判定証管理簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 契約 令和３年度検査確認調書（年間契約関係） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 契約 令和３年度検査確認調書（物品関係） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　検査機器日常点検検査整備記録表 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　判定値等確認結果記録表 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　制動力判定値変更記録表 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　修理・点検・校正関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　封印シール出納・使用管理簿 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 令和３年度　自動車審査証紙の過誤納について 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 調査・照会に係る書類 令和３年度　監査・調査指導・巡視関係 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 通達類の立案法規類の整備、保存 令和３年度　検査関係通達 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 新規検査等届出書台帳（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車の改造等に関すること 改造自動車等届出書（令和３年度） 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 並行輸入自動車に関すること 令和３年度並行輸入自動車審査資料 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和３年度　最大安定傾斜角度測定結果報告書 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和３年度　新規検査等届出書面(附則１) 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和３年度　新規検査等届出書面(附則２) 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和３年度　新規検査等届出書面(附則３) 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 新規検査に係る資料 令和３年度　新規検査等届出書面(附則４) 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　傾斜角度測定機借用依頼書 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 庶務 令和３年度　ネッククーラー貸与表綴 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２0２１年度 筑豊事務所 自動車検査場施設に係る書類 １，２号様式格納綴 九州検査部筑豊事務所 2022年4月1日 常用 - 紙 事務室 筑豊事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 共通 平成１４年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00３年度 佐賀事務所 共通 平成１５年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00４年度 佐賀事務所 共通 平成１６年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00５年度 佐賀事務所 共通 平成１７年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00６年度 佐賀事務所 共通 平成１８年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00７年度 佐賀事務所 共通 平成１９年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00８年度 佐賀事務所 共通 平成２0年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00９年度 佐賀事務所 共通 平成２１年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１0年度 佐賀事務所 共通 平成２２年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１１年度 佐賀事務所 共通 平成２３年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 共通 平成２４年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 共通 平成２５年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 共通 平成２６年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 共通 平成２７年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 共通 平成２８年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 共通 平成２９年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 共通 平成３0年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 共通 平成２９年度 受付記録簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 共通 平成３0年度 受付記録簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 共通 標準文書保存期間基準 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 出勤簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年 出勤簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 休暇簿・欠勤簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 休暇簿・欠勤簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 超過勤務命令簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年 超過勤務命令簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 管理職員特別手当実績簿・整理簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年 管理職員特別手当実績簿・整理簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄



２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年度 総合健診勤務免除綴 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年度 総合健診勤務免除綴 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 庶務 平成２９年度 旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 庶務 平成３0年度 旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 公文書類 平成２４年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 公文書類 平成２５年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 公文書類 平成２６年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 公文書類 平成２７年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 公文書類 平成２８年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 公文書類 平成２９年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 公文書類 平成３0年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 公文書類 平成２９年度 管理業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 公文書類 平成３0年度 管理業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 健康管理 平成２９年度 健康診断票 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 健康管理 平成３0年度 健康診断票 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 物品 平成２７年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 物品 平成２８年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 物品 平成２９年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規程 九州検査部佐賀事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３0年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 公文書類 平成２９年度 審査業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 公文書類 平成３0年度 審査業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成２９年度 審査コースの稼動状況 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３0年度 審査コースの稼動状況 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成２９年度 街頭検査実施結果 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３0年度 街頭検査実施結果 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２４年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２５年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２６年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２７年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２８年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度 審査機器整備記録表 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度 審査機器整備記録表 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度 審査機器管理台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度 審査機器管理台帳 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度 審査施設等現況 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３0年度 審査施設等現況 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度 検査場施設関係 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度 検査場施設関係 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成２９年度 検査機器校正関係 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３0年度 検査機器校正関係 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１２年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１３年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１４年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１５年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１６年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成２９年度 並行輸入自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３0年度 並行輸入自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成２９年度 並行輸入自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３0年度 並行輸入自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成２９年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成３0年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成２９年度 新規検査等届出書 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成３0年度 新規検査等届出書 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度 審査業務中の事故事例 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度 審査業務中の事故事例 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１７年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度 審査業務中のトラブル事例 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度 審査業務中のトラブル事例 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄



２0１７年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度 車両不具合原因調査実績 九州検査部佐賀事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１８年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３0年度 車両不具合原因調査実績 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 共通 平成３１年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 共通 平成３１年度 受付記録簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 共通 平成３１年度 押印記録簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年 出勤簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年 休暇簿・欠勤簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年 超過勤務命令簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年 管理職員特別手当実績簿・整理簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 総合健診勤務免除綴 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 切手受払簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 書留簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 検査官印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 特定日以後３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 登録確認調査印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 特定日以後３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 庶務 平成３１年度 登録確認調査事務実習関係 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 公文書類 平成３１年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 公文書類 平成３１年度 管理業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 健康管理 平成３１年度 健康診断票 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 物品 平成３１年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 公文書類 平成３１年度 審査業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３１年度 審査コースの稼動状況 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３１年度 街頭検査実施結果 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度 審査機器整備記録表 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度 審査機器管理台帳 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度 審査施設等現況 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 検査場施設関係 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 検査機器校正関係 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 制動力判定値変更記録表 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 判定値等確認結果記録表 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 設定判定値確認記録表 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度 封印シール授受出納簿 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３１年度 並行輸入自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 平成３１年度 並行輸入自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成３１年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 平成３１年度 新規検査等届出書 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度 審査業務中の事故事例 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度 審査業務中のトラブル事例 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３１年度 車両不具合原因調査実績 九州検査部佐賀事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 共通 令和２年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 共通 令和２年度 受付記録簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 共通 令和２年度 押印記録簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年 出勤簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年 休暇簿・欠勤簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年 超過勤務命令簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年 管理職員特別手当実績簿・整理簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 総合健診勤務免除綴 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 切手受払簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 書留簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 検査官印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 特定日以後３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 登録確認調査印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 特定日以後３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 庶務 令和２年度 登録確認調査事務実習関係 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 公文書類 令和２年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 公文書類 令和２年度 管理業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 健康管理 令和２年度 健康診断票 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 物品 令和２年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 公文書類 令和２年度 審査業務関係事務連絡 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和２年度 審査コースの稼動状況 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和２年度 街頭検査実施結果 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度 審査機器整備記録表 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度 審査機器管理台帳 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度 審査施設等現況 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 検査場施設関係 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 検査機器校正関係 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 制動力判定値変更記録表 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 判定値等確認結果記録表 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 設定判定値確認記録表 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度 封印シール授受出納簿 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 令和２年度 並行輸入自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 令和２年度 並行輸入自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 令和２年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 令和２年度 新規検査等届出書 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度 審査業務中の事故事例 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄



２０２０年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度 審査業務中のトラブル事例 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２０２０年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度 車両不具合原因調査実績 九州検査部佐賀事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 共通 令和３年度 起案簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 共通 令和３年度 受付記録簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 共通 令和３年度 押印記録簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年 出勤簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年 休暇簿・欠勤簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年 超過勤務命令簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年 管理職員特別手当実績簿・整理簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年 自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 総合健診勤務免除綴 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 旅行命令簿・依頼簿・旅費請求書 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 切手受払簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 書留簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 検査官印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 特定日以後３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 登録確認調査印管理簿及び使用記録簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 特定日以後３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 庶務 令和３年度 登録確認調査事務実習関係 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 公文書類 令和３年度 管理業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 健康管理 令和３年度 健康診断票 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 物品 令和３年度 物品購入・修繕要求・納品・検査確認調書 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度 審査業務関係通達 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和３年度 審査コースの稼動状況 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和３年度 街頭検査実施結果 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度 自動車検査用器具の管理要領 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度 審査機器定期点検記録表 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度 審査機器整備記録表 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度 審査機器管理台帳 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度 審査施設等現況 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 検査場施設関係 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 検査機器校正関係 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 制動力判定値変更記録表 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 判定値等確認結果記録表 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 設定判定値確認記録表 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和３年度 封印シール授受出納簿 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度 改造自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度 改造自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 令和３年度 並行輸入自動車届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 並行輸入自動車に関すること 令和３年度 並行輸入自動車届出書 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 令和３年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 令和３年度 新規検査等届出書 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務室 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度 審査業務中の事故事例 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度 審査業務中のトラブル事例 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２0２１年度 佐賀事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度 車両不具合原因調査実績 九州検査部佐賀事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 佐賀事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 共通 平成１４年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 共通 平成１５年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 共通 平成１６年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 共通 平成１７年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 共通 平成１８年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00７年度 長崎事務所 共通 平成１９年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00８年度 長崎事務所 共通 平成２０年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00９年度 長崎事務所 共通 平成２１年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１0年度 長崎事務所 共通 平成２２年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１１年度 長崎事務所 共通 平成２３年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 共通 平成２４年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 共通 平成２５年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 共通 平成２６年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度受付記録簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　総務関係綴 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　総務関係綴 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 共通 検査法人文書分類基準表・ファイル管理簿 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 共通 標準文書保存期間基準 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 常用 2045年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 共通 平成２５年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 共通 平成２６年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度出勤簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度出勤簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度休暇簿（年次休暇） 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度休暇簿（年次休暇） 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　特別休暇簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度　特別休暇簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度総合検診勤務免除簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度総合検診勤務免除簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度検査作業手当実績整理簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度検査作業手当実績整理簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度超過勤務命令簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度超過勤務命令簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度旅行命令簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄



２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度業務支援関係 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年　出勤状況報告書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年　出勤状況報告書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　健康診断関係 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度　健康診断関係 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０２年度） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０３年度） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０４年度） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０５年度） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０６年度） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00７年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０７年度） 九州検査部長崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00８年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０８年度） 九州検査部長崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２00９年度 長崎事務所 共通 資産一覧表（０９年度） 九州検査部長崎事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 共通 平成２６年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 共通 平成２７年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 共通 平成２８年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３0年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 公印 平成２９年度担当者印管理簿 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 公印 平成３０年度担当者印管理簿 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 共通 平成２９年度　勤務表 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 共通 平成３０年度　勤務表 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 会議・研修に係る 平成２９年度会議・研修及び講習等関係 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 会議・研修に係る 平成３０年度会議・研修及び講習等関係 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(総務関係）（０２年度～） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(総務関係）（０３年度～） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(総務関係）（０４年度～） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(総務関係）（０５年度～） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(総務関係）（０６年度～） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(人事関係）（０２年度～） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(人事関係）（０３年度～） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(人事関係）（０４年度～） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(人事関係）（０５年度～） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(人事関係）（０６年度～） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(会計関係）（０２年度～） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(会計関係）（０３年度～） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(会計関係）（０４年度～） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(会計関係）（０５年度～） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人事務規定・細則(会計関係）（０６年度～） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人審査事務規定（０２年度～） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人審査事務規定（０３年度～） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人審査事務規定（０４年度～） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人審査事務規定（０５年度～） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査独立行政法人の各種事務規定・細則に係る書類 自動車検査独立行政法人審査事務規定（０６年度～） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０２年度） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０３年度） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０４年度） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０５年度） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０６年度） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00７年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０７年度） 九州検査部長崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00８年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 道路運送車両法の保安基準・告示等関係（０８年度） 九州検査部長崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０２年度） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０３年度） 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０４年度） 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00７年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０７年度） 九州検査部長崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00８年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０８年度） 九州検査部長崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00９年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（０９年度） 九州検査部長崎事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１0年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（１０年度） 九州検査部長崎事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１１年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（１１年度） 九州検査部長崎事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（１２年度） 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 自動車検査業務通達（１３年度） 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成２６年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成２７年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成２８年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成２９年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成３0年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄



２00２年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（０２年度） 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（０５年度） 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00６年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（０６年度） 九州検査部長崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00７年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（０７年度） 九州検査部長崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１0年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（１０年度） 九州検査部長崎事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１１年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（１１年度） 九州検査部長崎事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（１２年度） 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 自動車検査機器台帳（１３年度） 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成１４年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00３年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成１５年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00４年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成１６年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00５年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成１７年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00８年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２０年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00９年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２１年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１0年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２２年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１１年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２３年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２４年度自動車検査場施設関係 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２５年度自動車検査機器管理日誌及び定期点検記録簿 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２６年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２７年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２８年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２９年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３０年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２６年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２７年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２８年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２９年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３０年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成２９年度　検査機器校正関係 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３０年度　検査機器校正関係 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２４年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２５年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２６年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２７年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２８年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２９年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成３０年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１２年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２４年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１３年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２５年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１４年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２６年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１５年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２７年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１６年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２８年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成２９年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成３０年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成２９年度並行輸入車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成３０年度並行輸入車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成２９年度並行輸入車届出書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成３０年度並行輸入車届出書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１７年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成２９年度共通構造部新規検査等届出書 九州検査部長崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３０年度共通構造部新規検査等届出書 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１８年度 長崎事務所 登録 登録確認調査印管理簿（平成３0年度） 九州検査部長崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度起案簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　押印記録簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 令和元年度　書留簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度 切手受払簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　総務関係綴 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　検査法人文書ファイル移管・廃棄簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度出勤簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度休暇簿（年次休暇） 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　特別休暇簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度総合検診勤務免除簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度超過勤務命令簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度勤務時間報告書（超過勤務手当計算書） 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度業務支援関係 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年　出勤状況報告書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　健康診断関係 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 公印 平成３１年度担当者印管理簿 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 公印 検査官印管理簿・使用記録簿（令和元年～　） 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　勤務表 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 会議・研修に係る 平成３１年度会議・研修及び講習等関係 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度　判定証管理簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度  消防用設備等点検結果報告書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 平成３１年度検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 平成３１年度　検査機器校正関係 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 平成３１年度 検査場日誌 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成３１年度改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄



２0１９年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 平成３１年度改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成３１年度並行輸入車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 平成３１年度並行輸入車届出書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度共通構造部新規検査等届出書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度最大安定傾斜角証明書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度突入防止装置計算書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度連結仕様検討書 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度検査関係資料 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 平成３１年度傾斜角集計表 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 検査等に関する書類 平成３１年度ブレーキ判定値変更記録 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 登録 登録確認調査印管理簿（平成３１年度） 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（平成３１年度） 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　起案簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　受付記録簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　押印記録簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　書留簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　切手受払簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　総務関係綴 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　出勤簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　休暇簿（年次休暇） 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　特別休暇簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　総合検診勤務免除簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　超過勤務命令簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　勤務時間報告書（超過勤務手当計算書） 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　旅行命令簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　業務支援関係 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　出勤状況報告書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　健康診断関係 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 公印 令和２年度　担当者印管理簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　勤務表 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 会議・研修に係る 令和２年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　判定証管理簿 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度  消防用設備等点検結果報告書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 令和２年度　検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和２年度　検査機器校正関係 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度　検査場日誌 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 令和２年度　改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 令和２年度　改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 令和２年度　並行輸入車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 令和２年度　並行輸入車届出書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和２年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和２年度 新規検査等届出書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和２年度　最大安定傾斜角証明書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和２年度　突入防止装置計算書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和２年度　連結仕様検討書 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和２年度　検査関係資料 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和２年度　傾斜角集計表 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和２年度　ブレーキ判定値変更記録 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 登録 登録確認調査印管理簿（令和２年度） 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２０２０年度 長崎事務所 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（令和２年度） 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0１９年度 長崎事務所 共通 令和元年度コロナ関連 九州検査部長崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 長崎事務所長 移管
２０２０年度 長崎事務所 共通 令和２年度コロナ関連 九州検査部長崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 長崎事務所長 移管
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　起案簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　受付記録簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　押印記録簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　書留簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　切手受払簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　自動車運行等記録簿・日常点検表 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　総務関係綴 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　出勤簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　休暇簿（年次休暇） 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　特別休暇簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　総合検診勤務免除簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　超過勤務命令簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　勤務時間報告書（超過勤務手当計算書） 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　旅行命令簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　業務支援関係 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　出勤状況報告書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　健康診断関係 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　検査機器修繕・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　年間契約・検査確認調書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　施設関係通達 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　固定資産一覧表 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　少額備品一覧表 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 公印 令和３年度　担当者印管理簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　勤務表 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 会議・研修に係る 令和３年度　会議・研修及び講習等関係 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄



２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　判定証管理簿 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度  消防用設備等点検結果報告書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 自動車検査業務に係る省令・告示・通達 令和３年度　検査業務関係通達 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　検査用機器定期点検関係 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　検査機器管理日誌 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 自動車検査場施設に係る書類 令和３年度　検査機器校正関係 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 共通 令和３年度　検査場日誌 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 令和３年度　改造自動車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 改造自動車等に関する書類 令和３年度　改造自動車届出書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 令和３年度　並行輸入車受付台帳 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 並行輸入車申請に関する書類 令和３年度　並行輸入車届出書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和３年度 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和３年度 新規検査等届出書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和３年度　最大安定傾斜角証明書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2027年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和３年度　突入防止装置計算書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和３年度　連結仕様検討書 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和３年度　検査関係資料 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 新規検査等に関する書類 令和３年度　傾斜角集計表 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 検査等に関する書類 令和３年度　ブレーキ判定値変更記録 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 検査場 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 登録 登録確認調査印管理簿（令和３年度） 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 登録 登録確認調査事務実習・報告関係（令和３年度） 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２0２１年度 長崎事務所 登録 登録確認調査事務報告関係（令和３年度） 九州検査部長崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 長崎事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 庶務 起案簿（平成１４～１６年度） 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00５年度 佐世保事務所 庶務 平成１７年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00６年度 佐世保事務所 庶務 平成１８年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00７年度 佐世保事務所 庶務 平成１９年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00８年度 佐世保事務所 庶務 平成２０年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00９年度 佐世保事務所 庶務 平成２１年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１0年度 佐世保事務所 庶務 平成２２年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１１年度 佐世保事務所 庶務 平成２３年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１２年度 佐世保事務所 庶務 平成２４年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１３年度 佐世保事務所 庶務 平成２５年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１４年度 佐世保事務所 庶務 平成２６年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１５年度 佐世保事務所 庶務 平成２７年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１６年度 佐世保事務所 庶務 平成２８年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 庶務 法人文書ファイル管理簿 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 庶務 法人文書分類基準表 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年度受付件名簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１４年度） 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00３年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１５年度） 九州検査部佐世保事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00４年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１６年度） 九州検査部佐世保事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00５年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１７年度） 九州検査部佐世保事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00６年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１８年度） 九州検査部佐世保事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00７年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成１９年度） 九州検査部佐世保事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00８年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成２０年度） 九州検査部佐世保事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00９年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成２１年度） 九州検査部佐世保事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１0年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成２２年度） 九州検査部佐世保事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１１年度 佐世保事務所 公文書類 総務関係通達文書　（平成２３年度） 九州検査部佐世保事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 公文書類 人事関係通達文書　（平成１４年度） 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00３年度 佐世保事務所 公文書類 人事関係通達文書　（平成１５年度） 九州検査部佐世保事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00４年度 佐世保事務所 公文書類 人事関係通達文書　（平成１６年度） 九州検査部佐世保事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 公文書類 共済関係通達文書　（平成１４年度） 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00３年度 佐世保事務所 公文書類 共済関係通達文書　（平成１５年度） 九州検査部佐世保事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00４年度 佐世保事務所 公文書類 共済関係通達文書　（平成１６年度） 九州検査部佐世保事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 公文書類 会計関係通達文書　（平成１４年度） 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00３年度 佐世保事務所 公文書類 会計関係通達文書　（平成１５年度） 九州検査部佐世保事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00４年度 佐世保事務所 公文書類 会計関係通達文書　（平成１６年度） 九州検査部佐世保事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年出勤簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年出勤簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年超過勤務命令簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 庶務 平成２９年度旅行命令・依頼簿 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 公印 担当者印管理簿（２９年度） 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 給与 平成２９年勤務時間報告書 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 健康管理 特別健康診断結果書類（平成２９年度） 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１５年度 佐世保事務所 契約 平成２７年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2016年4月1日 　７年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１６年度 佐世保事務所 契約 平成２８年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2017年4月1日 　７年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 契約 平成２９年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 　７年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 事務の総合企画 平成２９年度管内事務所長会議 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１２年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２４年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１３年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２５年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１４年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２６年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１５年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１６年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１５年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２７年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１６年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２８年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成２９年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準の実施細目を定める告示 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 道路運送車両の保安基準に係る技術基準 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 審査事務規定 九州検査部佐世保事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成２９年度審査コースの稼動状況 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成２９年度街頭検査実施結果 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器管理台帳 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１２年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄



２0１３年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１４年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１５年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１６年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１７年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書 九州検査部佐世保事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年度起案簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ３０年 2048年3月31日 電子 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年度受付件名簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年出勤簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年超過勤務命令簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 庶務 平成３０年度旅行命令・依頼簿 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 公印 担当者印管理簿（３０年度） 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 給与 平成３０年勤務時間報告書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 健康管理 特別健康診断結果書類（平成３0年度） 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 契約 平成３０年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　７年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 事務の総合企画 平成３０年度管内事務所長会議 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３０年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３０年度審査コースの稼動状況 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３０年度街頭検査実施結果 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器管理台帳 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３０年度検査場施設関係 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１８年度 佐世保事務所 事務の総合企画 平成３０年度管理・企画担当検査官会議 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 公印 担当者印管理簿（３１年度） 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 給与 平成３１年勤務時間報告書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 健康管理 特別健康診断結果書類（平成３１年度） 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 契約 平成３１年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 　７年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 事務の総合企画 平成３１年度管内事務所長会議 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 平成３１年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３１年度審査コースの稼動状況 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 平成３１年度街頭検査実施結果 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査機器管理台帳 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車検査場の施設に係る書類 平成３１年度検査場施設関係 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 事務の総合企画 平成３１年度管理・企画担当検査官会議 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査等届出書 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査用機械器具点検記録表 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査用機械器具の校正 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部佐世保事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 庶務 令和２年度切手受払簿 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 公印 令和２年度押印記録簿 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　３年 2023年3月31日 電子 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 公印 担当者印管理簿（R２年度） 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 給与 令和２年勤務時間報告書 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 健康管理 特別健康診断結果書類（令和２年度） 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 契約 令和２年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 　７年 2027年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 事務の総合企画 令和２年度管内事務所長会議 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和２年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和２年度審査コースの稼動状況 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和２年度街頭検査実施結果 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器管理台帳 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車検査場の施設に係る書類 令和２年度検査場施設関係 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 事務の総合企画 令和２年度管理・企画担当検査官会議 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器管理日誌 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査用機械器具点検記録表 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査用機械器具の校正 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２０２０年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0１９年度 佐世保事務所 庶務 令和元年度コロナ関連 九州検査部佐世保事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 移管
２０２０年度 佐世保事務所 庶務 令和２年度コロナ関連 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 移管
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度切手受払簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 公印 令和３年度押印記録簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　３年 2024年3月31日 電子 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 公印 担当者印管理簿（R３年度） 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 給与 令和３年勤務時間報告書 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 健康管理 特別健康診断結果書類（令和３年度） 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 契約 令和３年度検査確認調書 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 　７年 2028年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 事務の総合企画 令和３年度管内事務所長会議 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度自動車審査業務通達 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 通達類の立案･法規類の整備､保存 令和３年度自動車運動関係等通達 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和３年度審査コースの稼動状況 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車の審査等にかかる調査及び統計 令和３年度街頭検査実施結果 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理台帳 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書及び添付書類 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 事務の総合企画 令和３年度管理・企画担当検査官会議 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理日誌 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査用機械器具点検記録表 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査用機械器具の校正 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄



２0２１年度 佐世保事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査用機械器具判定値等確認結果記録表 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度コロナ関連 九州検査部佐世保事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 移管
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度旅費綴り 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度書留簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度出勤簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度休暇簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度超過勤務命令簿 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 佐世保事務所長 廃棄
２0２１年度 佐世保事務所 庶務 令和３年度出勤簿関係 九州検査部佐世保事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務室 佐世保事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 文書管理規定（平成１４年度～） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 情報公開関係（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 法人文書分類基準表・ファイル管理簿 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 経理会計業務マニュアル（平成１４年度～） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 総務関係全般 人事給与業務マニュアル（平成１４年度～） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 業務量統計関係 業務量統計システム操作マニュアル（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 審査事務規程（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00２年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１４年度） 九州検査部厳原事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00３年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１５年度） 九州検査部厳原事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00３年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１５年度） 九州検査部厳原事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00３年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 審査事務規程（平成１５年度） 九州検査部厳原事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00３年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１５年度） 九州検査部厳原事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00４年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１６年度） 九州検査部厳原事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00４年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１６年度） 九州検査部厳原事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00４年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 審査事務規程（平成１６年度） 九州検査部厳原事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00４年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１６年度） 九州検査部厳原事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00５年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１７年度） 九州検査部厳原事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00５年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１７年度） 九州検査部厳原事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00５年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 審査事務規程（平成１７年度） 九州検査部厳原事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00５年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１７年度） 九州検査部厳原事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00６年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１８年度） 九州検査部厳原事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00６年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１８年度） 九州検査部厳原事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00６年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 審査事務規程（平成１８年度） 九州検査部厳原事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00６年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１８年度） 九州検査部厳原事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00７年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成１９年度） 九州検査部厳原事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00７年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成１９年度） 九州検査部厳原事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00７年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成１９年度） 九州検査部厳原事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00８年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２0年度） 九州検査部厳原事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00８年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２0年度） 九州検査部厳原事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00８年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２0年度） 九州検査部厳原事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00９年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２１年度） 九州検査部厳原事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00９年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２１年度） 九州検査部厳原事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２00９年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２１年度） 九州検査部厳原事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１0年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２２年度） 九州検査部厳原事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１0年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２２年度） 九州検査部厳原事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１0年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２２年度) 九州検査部厳原事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１0年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２３年度) 九州検査部厳原事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１１年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２３年度） 九州検査部厳原事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１１年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２３年度） 九州検査部厳原事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２４年度） 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２４年度） 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 不当要求防止対策 自動車検査における不当要求防止対策（平成２４年度） 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 自動車検査場関係 施設関係綴り（平成２４年度） 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２４年度) 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１２年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 自動車検査業務実施要領（平成２４年度） 九州検査部厳原事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２５年度） 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２５年度） 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 不当要求防止対策 自動車検査における不当要求防止対策（平成２５年度） 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 自動車検査場関係 施設関係綴り（平成２５年度） 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２５年度) 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１３年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 自動車検査業務実施要領（平成２５年度） 九州検査部厳原事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 不当要求防止対策 自動車検査における不当要求防止対策（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 自動車検査場関係 施設関係綴り（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１４年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 自動車検査業務実施要領（平成２６年度） 九州検査部厳原事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 総務関係全般 納品書および検査調書関係（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 不当要求防止対策 自動車検査における不当要求防止対策（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 自動車検査場関係 施設関係綴り（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１５年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 自動車検査業務実施要領（平成２７年度） 九州検査部厳原事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２８年度） 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 総務関係全般 平成２８年度検査調書綴 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 不当要求防止対策 自動車検査における不当要求防止対策（平成２８年度） 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 自動車検査場関係 施設関係綴り（平成２８年度） 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 車両関係通達等（平成２８年度） 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 受付記録簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務全般関係 勤務時間及び検査業務手当実績簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 出勤簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 休暇簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 超過勤務命令簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄



２0１７年度 厳原事務所 総務関係全般 平成２９年度検査調書綴　水道料金 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 不当要求防止対策 安全衛生管理関係　検査等トラブル・事故関係綴（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 担当者印 担当者印・判定証　管理簿（平成２９年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 自動車検査場関係 審査機器点検整備（校正・定期点検）関係綴　平成２９年度 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１７年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 平成２９年度 車両関係通達綴 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成３0年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 受付記録簿（平成３0年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務全般関係 勤務時間及び検査業務手当実績簿（平成３0年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 出勤簿（平成３０年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 休暇簿（平成３０年度） 九州検査部厳原事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 超過勤務命令簿（平成３０年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 総務関係全般 平成３０年度検査調書・水道料金綴 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 不当要求防止対策 安全衛生管理関係　検査等トラブル・事故関係綴（平成３0年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 担当者印 担当者印・判定証　管理簿（平成３0年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 自動車検査場関係 審査機器点検整備（校正・定期点検）関係綴　平成３0年度 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2034年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１８年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 平成３0年度 車両関係通達綴 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 受付記録簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務全般関係 勤務時間及び検査業務手当実績簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 出勤簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 休暇簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 超過勤務命令簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 平成３１年度令和元年度検査調書・水道料金綴 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 不当要求防止対策 安全衛生管理関係　検査等トラブル・事故関係綴（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 担当者印 担当者印・判定証　管理簿（平成３１年度令和元年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 自動車検査場関係 審査機器点検整備（校正・定期点検）関係綴　平成３１年度令和１年度 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2035年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 平成３１年度令和元年度 車両関係通達綴 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 不当要求防止対策 安全衛生管理関係　検査等トラブル・事故関係綴（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 受付記録簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 休暇簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務全般関係 勤務時間及び検査業務手当実績簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 出勤簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 自動車検査場関係 審査機器点検整備（校正・定期点検）関係綴　令和２年度 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2036年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 担当者印 担当者印・判定証　管理簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 超過勤務命令簿（令和２年度） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 令和２年度 関係通達綴 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 令和２年度検査調書・水道料金綴 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 旅費関係（令和２年度～　） 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１６年度 厳原事務所 総務関係全般 総務関係文書（平成２８年度） 九州検査部厳原事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0１９年度 厳原事務所 総務関係全般 令和元年度コロナ関連 九州検査部厳原事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 厳原事務所長 移管
２０２０年度 厳原事務所 総務関係全般 令和２年度コロナ関連 九州検査部厳原事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 厳原事務所長 移管
２0２１年度 厳原事務所 不当要求防止対策 安全衛生管理関係　検査等トラブル・事故関係綴（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 受付記録簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 起案簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 休暇簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務全般関係 勤務時間及び検査業務手当実績簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 出勤簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 自動車検査場関係 審査機器点検整備（校正・定期点検）関係綴　令和３年度 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 担当者印 担当者印・判定証　管理簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 超過勤務命令簿（令和３年度） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 自動車の審査・検査にかかる書類 令和３年度 関係通達綴 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 令和３年度検査調書・水道料金綴 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 旅費関係（令和３年度～　） 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 厳原事務所長 廃棄
２0２１年度 厳原事務所 総務関係全般 令和３年度コロナ関連 九州検査部厳原事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 厳原事務所長 移管
2002年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2003年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2004年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2005年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2006年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2007年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2008年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2009年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2010年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2011年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2002年度 熊本事務所 庶務 独法文書ファイル管理簿 九州検査部熊本事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2002年度 熊本事務所 庶務 独法文書分類基準表 九州検査部熊本事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 庶務 担当者印使用管理簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 庶務 担当者印使用管理簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 庶務 受付記録簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 庶務 受付記録簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 出勤簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 出勤簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 年次休暇等承認簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 年次休暇等承認簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 特別休暇承認簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 特別休暇承認簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 総合検診勤務免除簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 総合検診勤務免除簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄



2017年度 熊本事務所 人事 超過勤務命令簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 超過勤務命令簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 自動車検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 自動車検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 健康診断票 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 健康診断票 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 人事異動関係綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 人事異動関係綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 人事関係綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 人事関係綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 人事 非常勤職員関係 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 人事 非常勤職員関係 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 会計 会計関係綴 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 会計 会計関係綴 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 会計関係綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 会計関係綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 会計 検査確認調書綴 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 会計 検査確認調書綴 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 検査確認調書綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 検査確認調書綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 旅費請求書 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 旅費請求書 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 7年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 7年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 7年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2002年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2003年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2004年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2005年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2006年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2007年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2008年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2009年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2010年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2011年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 審査事務規定等綴 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 審査業務量 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 審査業務量 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 並行輸入受付簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 並行輸入受付簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 並行輸入台帳 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 並行輸入台帳 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 輸入自動車の審査資料 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 輸入自動車の審査資料 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2002年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2003年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2004年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2005年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2006年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2007年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄



2008年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2009年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2010年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2011年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2012年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2013年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2014年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2015年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2016年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 検査機器定期点検記録簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 検査機器定期点検記録簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2017年度 熊本事務所 業務 検査機器故障（修理）状況記録簿 九州検査部熊本事務所 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2018年度 熊本事務所 業務 検査機器故障（修理）状況記録簿 九州検査部熊本事務所 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 庶務 担当者印使用管理簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 庶務 受付記録簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 庶務 押印記録簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 出勤簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 年次休暇等承認簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 特別休暇承認簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 総合検診勤務免除簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 庶務 超過勤務実態調査（月間報告） 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 超過勤務命令簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 自動車検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 健康診断票 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 人事異動関係綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 人事関係綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 人事 非常勤職員関係 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 会計関係綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 検査確認調書綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 旅費請求書 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 並行輸入受付簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 並行輸入台帳 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 輸入自動車の審査資料 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 検査機器定期点検記録簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 検査機器故障（修理）状況記録簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2019年度 熊本事務所 業務 新規検査等届出書 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２0１９年度 熊本事務所 業務 高度化判定証管理簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２0１９年度 熊本事務所 業務 判定値等確認結果記録表 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２0１９年度 熊本事務所 庶務 登録登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２0１９年度 熊本事務所 庶務 審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 受付記録簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 出勤簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 年次休暇等承認簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 特別休暇承認簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 超過勤務命令簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 健康診断票 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 担当者印使用管理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 会計 施設関係綴 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 会計 物品購入要求書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 会計 請書・契約締結書綴り 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 並行輸入受付簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 並行輸入台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 輸入自動車の審査資料 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 検査機器定期点検記録簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 検査機器故障（修理）状況記録簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 新規検査等届出書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 高度化判定証管理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 業務 判定値等確認結果記録表 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 登録登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 総合検診勤務免除簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 会計 旅費請求書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 切手受払簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 人事 自動車検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2020年度 熊本事務所 庶務 総務・人事関係 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２0１９年度 熊本事務所 庶務 令和元年度コロナ関連 九州検査部熊本事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 熊本事務所長 移管
２０２０年度 熊本事務所 庶務 令和２年度コロナ関連 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 熊本事務所長 移管
2021年度 熊本事務所 庶務 起案簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 受付記録簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 登録登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 審査手数料過誤納金返還報告関係綴 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄



2021年度 熊本事務所 庶務 総務・人事関係 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 切手受払簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 担当者印使用管理簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 庶務 業務支援関係 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 出勤簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 年次休暇等承認簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 特別休暇承認簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 超過勤務命令簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 健康診断票 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 総合検診勤務免除簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 サーバ 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 人事 自動車検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 検収・請求書（施設関係綴） 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 検収・請求書（購入要求書等綴） 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 旅費請求書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 検査機器修理関係綴り 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 検収・請求書（定期消耗品関係綴） 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 検収・請求書（高度化・三次元施設関係） 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 会計 契約案件綴（年間契約検査調書） 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 高度化判定証管理簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 判定値等確認結果記録表 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 制動力判定値変更記録表 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 検査機器封印シール授受出納簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 改造受付簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 改造決裁台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 改造自動車等届出書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 並行輸入受付簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 並行輸入台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 並行輸入自動車届出書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 検査機器台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 検査機器故障（修理）状況記録簿 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 自動車検査用機器校正表 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 検査機器定期点検記録簿 九州検査部熊本事務所 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 新規検査等届出書 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
2021年度 熊本事務所 業務 新規検査等届出書受付台帳 九州検査部熊本事務所 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 熊本事務所長 廃棄
２00２年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１４年度起案簿 九州検査部大分事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00３年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１５年度起案簿 九州検査部大分事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00４年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１６年度起案簿 九州検査部大分事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00５年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１７年度起案簿 九州検査部大分事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00６年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１８年度起案簿 九州検査部大分事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成１９年度起案簿 九州検査部大分事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２０年度起案簿 九州検査部大分事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２１年度起案簿 九州検査部大分事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１0年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２２年度起案簿 九州検査部大分事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１１年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２３年度起案簿 九州検査部大分事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１２年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２４年度起案簿 九州検査部大分事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１３年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２５年度起案簿 九州検査部大分事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１４年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２６年度起案簿 九州検査部大分事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１５年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２７年度起案簿 九州検査部大分事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２８年度起案簿 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度起案簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度起案簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00２年度 大分事務所 庶務に関すること 法人文書ファイル管理簿 九州検査部大分事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２00２年度 大分事務所 庶務に関すること 法人文書分類基準表 九州検査部大分事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度受付記録簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度受付記録簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年出勤簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年出勤簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年休暇簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年休暇簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年休暇簿（特別休暇） 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３0年休暇簿（特別休暇） 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度超過勤務命令簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度超過勤務命令簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅行命令簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度旅行命令簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 庶務に関すること 平成２９年度健康診断票 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３０年度健康診断票 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１５年度 大分事務所 物品に関すること 平成２７年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 物品に関すること 平成２８年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 物品に関すること 平成２９年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 物品に関すること 平成３０年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１２年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２４年度） 九州検査部大分事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１３年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２５年度） 九州検査部大分事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１４年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２６年度） 九州検査部大分事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１５年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２７年度） 九州検査部大分事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２８年度） 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成２９年度） 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成３0年度） 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（平成２９年度） 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（平成３０年度） 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２00２年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機器具の管理要領 九州検査部大分事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器仕様書、説明書（小型２コース分） 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査機器定期点検記録表 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度検査機器定期点検記録表 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄



２0１７年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器管理台帳 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器管理台帳 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器整備記録表 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器整備記録表 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２00２年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設関係綴 九州検査部大分事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成２９年度自動車検査機器校正 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成３０年度自動車検査機器校正 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 印の使用に関すること 平成２９年度検査官印管理簿 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 印の使用に関すること 平成３０年度検査官印管理簿 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１２年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１３年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１４年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１５年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１２年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１３年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１４年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１５年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１６年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１７年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部大分事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１８年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部大分事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度起案簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度受付記録簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年出勤簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年休暇簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年休暇簿（特別休暇） 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度超過勤務命令簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度旅行命令簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 印の使用に関すること 平成３１年度押印記録簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度切手受払簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度人事関係綴 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 平成３１年度健康診断票 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 物品に関すること 平成３１年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（平成３１年度） 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（平成３１年度） 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度検査機器定期点検記録表 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査機器管理台帳 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査機器整備記録表 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 平成３１年度自動車検査機器校正 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 印の使用に関すること 平成３１年度検査官印管理簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 印の使用に関すること 平成３１年度登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 平成３１年度確認調査事務及び実習制度関係綴 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 平成３１年度確照会事項に係る確認調査事務 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度起案簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度受付記録簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年出勤簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年休暇簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年休暇簿（特別休暇） 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度超過勤務命令簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度旅行命令簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和２年度押印記録簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度切手受払簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度人事関係綴 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度健康診断票 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 物品に関すること 令和２年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（令和２年度） 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（令和２年度） 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査機器定期点検記録表 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器管理台帳 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器整備記録表 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 令和２年度自動車検査機器校正 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和２年度検査官印管理簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和２年度登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 令和２年度確認調査事務及び実習制度関係綴 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２０２０年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 令和２年度確照会事項に係る確認調査事務 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0１９年度 大分事務所 庶務に関すること 令和元年度コロナ関連 九州検査部大分事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 大分事務所長 移管
２０２０年度 大分事務所 庶務に関すること 令和２年度コロナ関連 九州検査部大分事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 大分事務所長 移管
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度起案簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度受付記録簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄



２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年出勤簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年休暇簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年休暇簿（特別休暇） 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度超過勤務命令簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度旅行命令簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和３年度押印記録簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度切手受払簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度人事関係綴 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度健康診断票 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 物品に関すること 令和３年度物品購入要求・納品・検査確認調書 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 事務の総合企画に関すること 所内会議等（令和３年度） 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 関係通達等綴（令和３年度） 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（令和３年度） 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査機器定期点検記録表 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理台帳 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器整備記録表 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 令和３年度検査場の管理日誌 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 令和３年度自動車検査機器校正 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和３年度検査官印管理簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出台帳 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書綴 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書綴 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 印の使用に関すること 令和３年度登録確認調査印使用記録簿・管理簿 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 令和３年度確認調査事務及び実習制度関係綴 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 登録調査員の業務に関すること 令和３年度照会事項に係る確認調査事務 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 大分事務所長 廃棄
２0２１年度 大分事務所 庶務に関すること 令和３年度コロナ関連 九州検査部大分事務所 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 大分事務所長 移管
２00２年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１４年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１５年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00４年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１６年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00５年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１７年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00６年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１８年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成１９年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２０年度起案簿 九州検査部宮崎事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 起案簿(平成２１年度～) 九州検査部宮崎事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 庶務に関すること 法人文書ファイル管理簿 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 常用 - 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 庶務に関すること 法人文書分類基準表 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 常用 - 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度管理職員特別勤務実績簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度管理職員特別勤務実績簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３0年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度受付記録簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度受付記録簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度休暇簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度休暇簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度出勤簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度出勤簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度出張計画書・復命書 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度出張計画書・復命書 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度超過勤務命令簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度超過勤務命令簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度旅行命令簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度旅行命令簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度検査官印管理簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３0年度検査官印管理簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成２９年度書留簿 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 庶務に関すること 平成３０年度書留簿 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 各種公文書類 自動車検査独立行政法人各種規定類 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 宮崎事務所 各種公文書類 自動車検査独立行政法人各種規定類 九州検査部宮崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00４年度 宮崎事務所 各種公文書類 自動車検査独立行政法人各種規定類 九州検査部宮崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１５年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２７年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１６年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２８年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２９年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成３０年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１５年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２７年度納品書綴 九州検査部宮崎事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１６年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２８年度納品書綴 九州検査部宮崎事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成２９年度納品書綴 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 物品に関すること 平成３０年度納品書綴 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 労働協約・３６協定届関係綴 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 労働協約・３６協定届関係綴 九州検査部宮崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00４年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 労働協約・３６協定届関係綴 九州検査部宮崎事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 平成２９年度健康診断票 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 平成３0年度健康診断票 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 保安基準の細目を定める告示 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 検査業務等実施要領 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人審査事務規定 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 通達類の立案、法規類の整備、保存に関すること 自動車検査独立行政法人管理要領 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度街頭検査実施結果 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度街頭検査実施結果 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度審査コースの稼動状況 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度審査コースの稼動状況 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄



２00２年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車検査用機器具の管理要領 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度検査機器定期点検記録表 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度検査機器定期点検記録表 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器管理台帳 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器管理台帳 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器整備記録表 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器整備記録表 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査施設等現況 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査施設等現況 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査用機器修繕記録簿 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査用機器修繕記録簿 九州検査部宮崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査機器校正 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査機器校正 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設関係綴 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00２年度 宮崎事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設賠償責任保険関係 九州検査部宮崎事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 宮崎事務所 自動車検査場の施設に係る書類に関すること 施設賠償責任保険関係 九州検査部宮崎事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１２年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１３年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１４年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１５年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１６年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１７年度 宮崎事務所 自動車の審査業務に関すること 平成２９年度審査業務中のトラブル事例 九州検査部宮崎事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１８年度 宮崎事務所 自動車の審査業務に関すること 平成３０年度審査業務中のトラブル事例 九州検査部宮崎事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度受付記録簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度休暇簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度度出勤簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度出張計画書・復命書 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度度超過勤務命令簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度旅行命令簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度検査官印管理簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度書留簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度切手受払簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度人事関係綴 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度押印記録簿 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和元年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和元年度納品書綴 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 令和元年度健康診断票 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度街頭検査実施結果 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度審査コースの稼動状況 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度審査コースの稼動状況（月次） 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和元年度保安基準適合性審査業務量実績（月次） 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度検査機器定期点検記録表 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度審査機器管理台帳 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度審査機器整備記録表 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度審査施設等現況 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和元年度自動車検査機器校正 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和元年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和元年度並行輸入自動車届出実書綴 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和元年度改造自動車等届出実績 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和元年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 佐賀事務所 新規検査等に関すること 令和元年度 新規検査等届出書 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 検査場 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 自動車の審査業務に関すること 令和元年度審査業務中のトラブル事例 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 職員の実習に関すること 令和元年度自動車検査実習記録 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 起案簿(令和２年度) 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度受付記録簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度休暇簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度度出勤簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度出張計画書・復命書 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度度超過勤務命令簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度旅行命令簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度検査官印管理簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度書留簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度切手受払簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度人事関係綴 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度押印記録簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和２年度ガソリンプリペイドカード使用管理簿 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和２年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 令和２年度健康診断票 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度街頭検査実施結果 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度審査コースの稼動状況 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度審査コースの稼動状況（月次） 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度保安基準適合性審査業務量実績（月次） 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度検査機器定期点検記録表 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器管理台帳 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄



２０２０年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器整備記録表 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査施設等現況 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出実績 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書受付台帳 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 自動車の審査業務に関すること 令和２年度審査業務中のトラブル事例 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２０２０年度 宮崎事務所 職員の実習に関すること 令和２年度自動車検査実習記録 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0１９年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和元年度コロナ関連 九州検査部宮崎事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 宮崎事務所長 移管
２０２０年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和２年度コロナ関連 九州検査部宮崎事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 宮崎事務所長 移管
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 起案簿(令和３年度) 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度自動車等検査作業手当実績及び整理簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度受付記録簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度休暇簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度休暇簿（特別休暇） 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度度出勤簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度復命書 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度度超過勤務命令簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度旅行命令簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度検査官印管理簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度書留簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度切手受払簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度人事関係綴 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度押印記録簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度自動車運行記録簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度有料道路使用簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 庶務に関すること 令和３年度ETCカード使用簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和３年度ガソリンプリペイドカード使用管理簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 物品に関すること 令和３年度物品購入・修繕等要求及び検収関係 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 労働規約・就業規則に関すること 令和３年度健康診断票 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度街頭検査実施結果 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度審査コースの稼動状況 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 自動車審査機器の保守管理 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 封印シール出納・仕様管理簿 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査機器定期点検記録表 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理台帳 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器整備記録表 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査施設等現況 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査機器校正 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出実績 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書受付台帳 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の審査業務に関すること 令和３年度審査業務中のトラブル事例 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 職員の実習に関すること 令和３年度自動車検査実習記録 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 宮崎事務所長 廃棄
２0２１年度 宮崎事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査等届出書綴 九州検査部宮崎事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 宮崎事務所長 廃棄
２00３年度 鹿児島事務所 共通 平成１５年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00４年度 鹿児島事務所 共通 平成１６年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00５年度 鹿児島事務所 共通 平成１７年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00６年度 鹿児島事務所 共通 平成１８年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00７年度 鹿児島事務所 共通 平成１９年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00８年度 鹿児島事務所 共通 平成２０年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00９年度 鹿児島事務所 共通 平成２１年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１0年度 鹿児島事務所 共通 平成２２年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１１年度 鹿児島事務所 共通 平成２３年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１２年度 鹿児島事務所 共通 平成２４年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１３年度 鹿児島事務所 共通 平成２５年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１４年度 鹿児島事務所 共通 平成２６年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１５年度 鹿児島事務所 共通 平成２７年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１６年度 鹿児島事務所 共通 平成２８年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 共通 平成２９年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 共通 平成３０年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00２年度 鹿児島事務所 共通 法人文書ファイル管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２00２年度 鹿児島事務所 共通 法人文書分類基準表 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 共通 平成２９年度受付記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 共通 平成３０年度受付記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 庶務 平成２９年出勤簿 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 庶務 平成３０年出勤簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 庶務 平成２９年休暇簿 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 庶務 平成３０年休暇簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 庶務 平成２９年休暇簿［特別休暇］ 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 庶務 平成３０年休暇簿［特別休暇］ 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 共通 平成２９年度旅行命令簿・請求書綴 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 共通 平成３０年度旅行命令簿・請求書綴 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 平成３０年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 平成３０年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 庶務 平成２９年度健康診断票 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 庶務 平成３０年度健康診断票 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１５年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　平成２７年度 九州検査部鹿児島事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１６年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　平成２８年度 九州検査部鹿児島事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　平成２９年度 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　平成３０年度 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄



２00２年度 鹿児島事務所 庶務 審査事務規程綴 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２00２年度 鹿児島事務所 庶務 会計規程等綴 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２00２年度 鹿児島事務所 庶務 総務関係規程綴 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２00２年度 鹿児島事務所 庶務 公益検収関係綴 九州検査部鹿児島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２00３年度 鹿児島事務所 法令通達 車両関係通達綴１ 九州検査部鹿児島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00４年度 鹿児島事務所 法令通達 車両関係通達綴２ 九州検査部鹿児島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00５年度 鹿児島事務所 法令通達 車両関係通達綴３ 九州検査部鹿児島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00６年度 鹿児島事務所 法令通達 車両関係通達綴４ 九州検査部鹿児島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00７年度 鹿児島事務所 法令通達 検査関係通達 九州検査部鹿児島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00７年度 鹿児島事務所 法令通達 通達綴（その他） 九州検査部鹿児島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00８年度 鹿児島事務所 法令通達 ２０年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２00９年度 鹿児島事務所 法令通達 ２１年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１0年度 鹿児島事務所 法令通達 ２２年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１１年度 鹿児島事務所 法令通達 ２３年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１２年度 鹿児島事務所 法令通達 ２４年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１３年度 鹿児島事務所 法令通達 ２５年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１４年度 鹿児島事務所 法令通達 ２６年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１５年度 鹿児島事務所 法令通達 ２７年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１６年度 鹿児島事務所 法令通達 ２８年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 法令通達 ２９年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 法令通達 ３０年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２000年度 鹿児島事務所 検査業務に関する照会 鑑定書綴り１１ 九州検査部鹿児島事務所 2001年4月1日 ３０年 2031年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 庶務 平成２９年度検査官印管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 庶務 平成３０年度検査官印管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 平成２９年度自動車検査用機器定期点検記録表綴 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 平成３０年度自動車検査用機器定期点検記録表綴 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度自動車検査機器校正 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度自動車検査機器校正 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査機器管理台帳 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査機器管理台帳 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成２９年度審査施設等現況 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３０年度審査施設等現況 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度街頭検査実施結果 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度街頭検査実施結果 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度審査コースの稼動状況 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度審査コースの稼動状況 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（本場） 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成２９年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３０年度保安基準適合性審査業務量実績（出張） 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１２年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２４年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１３年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２５年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１４年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２６年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１５年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２７年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１６年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２８年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１２年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２４年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１３年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２５年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１４年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２６年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１５年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２７年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１６年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２８年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成２９年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成３０年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３０年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１７年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成２９年度並行輸入車届出書 九州検査部鹿児島事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１８年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３0年度並行輸入車届出書 九州検査部鹿児島事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度受付記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度押印記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度書留簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度切手受払簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 平成３１年出勤簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 平成３１年休暇簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 平成３１年休暇簿［特別休暇］ 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 共通 平成３１年度旅行命令簿・請求書綴 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 平成３１年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 平成３１年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 平成３１年度健康診断票 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　平成３１年度 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 法令通達 ３１年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 平成３１年度検査官印管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 平成３１年度自動車検査用機器定期点検記録表綴 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 平成３１年度自動車検査用機器点検整備記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 平成３１年度検査用機械器具の修理・検査確認書 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度自動車検査機器校正 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査機器管理台帳 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度審査施設等現況 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度街頭検査実施結果 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度審査コースの稼動状況 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 平成３１年度審査コースの稼動状況（月次） 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 平成３１年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度並行輸入車届出書 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄



２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査届出書(事前) 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 平成３１年度新規検査届出書(当日) 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度判定値等確認結果記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 平成３１年度制動力判定値変更記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度受付記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度押印記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度書留簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度切手受払簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年出勤簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年休暇簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年休暇簿［特別休暇］ 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 共通 令和２年度旅行命令簿・請求書綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 令和２年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 令和２年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年度健康診断票 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　令和２年度 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 法令通達 令和２年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年度検査官印管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 令和２年度自動車検査用機器定期点検記録表綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 令和２年度自動車検査用機器点検整備記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度自動車検査機器校正 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査機器管理台帳 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度審査施設等現況 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度街頭検査実施結果 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度審査コースの稼動状況 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和２年度審査コースの稼動状況（月次） 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 令和２年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度並行輸入車届出書 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査届出書(事前) 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和２年度新規検査届出書(当日) 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度判定値等確認結果記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２０２０年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和２年度制動力判定値変更記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0１９年度 鹿児島事務所 庶務 令和元年度コロナ関連 九州検査部鹿児島事務所 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 移管
２０２０年度 鹿児島事務所 庶務 令和２年度コロナ関連 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 移管
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度起案簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度受付記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度押印記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度書留簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度切手受払簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年出勤簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年休暇簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年休暇簿［特別休暇］ 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 共通 令和３年度旅行命令簿・請求書綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 令和３年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 検査作業手当に関すること 令和３年度検査作業手当管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年度健康診断票 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 契約 検査確認調書　令和３年度 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 法令通達 令和３年度通達綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年度検査官印管理簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 令和３年度自動車検査用機器定期点検記録表綴 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 検査施設に関すること 令和３年度自動車検査用機器点検整備記録簿 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度自動車検査機器校正 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査機器管理台帳 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度審査施設等現況 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度街頭検査実施結果 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度審査コースの稼動状況 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 令和３年度審査コースの稼動状況（月次） 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度改造自動車等届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造に関すること 令和３年度改造届出書 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入自動車届出実績 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度並行輸入車届出書 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査届出書(事前) 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車の改造等に関すること 令和３年度新規検査届出書(当日) 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度検査機器日常点検票綴り 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度判定値等確認結果記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 令和３年度制動力判定値変更記録表綴り 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 担当者机 鹿児島事務所長 廃棄
２0２１年度 鹿児島事務所 庶務 令和３年度コロナ関連 九州検査部鹿児島事務所 2021年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 １階書庫 鹿児島事務所長 移管
２00２年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 庶務 法人文書分類基準表・ファイル管理簿 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00２年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１４年度） 九州検査部大島事務所 2003年4月1日 ３０年 2033年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00３年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１５年度） 九州検査部大島事務所 2004年4月1日 ３０年 2034年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00４年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00４年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00４年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄



２00４年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00４年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00４年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１６年度） 九州検査部大島事務所 2005年4月1日 ３０年 2035年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00５年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１７年度） 九州検査部大島事務所 2006年4月1日 ３０年 2036年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00６年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１８年度） 九州検査部大島事務所 2007年4月1日 ３０年 2037年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 庶務 規程（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00７年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成１９年度） 九州検査部大島事務所 2008年4月1日 ３０年 2038年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00８年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２0年度） 九州検査部大島事務所 2009年4月1日 ３０年 2039年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２00９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２１年度） 九州検査部大島事務所 2010年4月1日 ３０年 2040年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１0年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２２年度） 九州検査部大島事務所 2011年4月1日 ３０年 2041年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１１年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２３年度） 九州検査部大島事務所 2012年4月1日 ３０年 2042年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請受付台帳（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査資料（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 １０年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１２年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２４年度） 九州検査部大島事務所 2013年4月1日 ３０年 2043年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請受付台帳（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査資料（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 １０年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１３年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２５年度） 九州検査部大島事務所 2014年4月1日 ３０年 2044年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査資料（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 １０年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１４年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２６年度） 九州検査部奄美事務所 2015年4月1日 ３０年 2045年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査資料（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 １０年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ３０年 2046年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１５年度 奄美事務所 契約関係 検査確認調書（平成２７年度） 九州検査部奄美事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄



２0１６年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 庶務 規程（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査資料（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 １０年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ３０年 2047年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１６年度 奄美事務所 契約関係 検査確認調書（平成２８年度） 九州検査部奄美事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 担当者印 検査官印管理簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査機器管理日誌（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査機器定期点検・校正綴（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 １０年 2028年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ３０年 2048年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 旅行命令・旅費請求書綴り（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 休暇簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 健康診断関係（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 受付件名簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 庶務 特別休暇簿（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査施設等現況（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管整備記録表（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 契約関係 検査確認調書（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 安全衛生 安全衛生実施計画関係（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１７年度 奄美事務所 不当要求 不当要求防止対策関係（平成２９年度） 九州検査部奄美事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 起案簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 担当者印 検査官印管理簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査機器管理日誌（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 契約関係 スポット契約綴り（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 １０年 2029年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ３０年 2049年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 契約関係 年間契約綴り（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 契約関係 本部契約綴り（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 7年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 旅行命令・旅費請求書綴り（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 休暇簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 健康診断関係（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 受付件名簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 庶務 特別休暇簿（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査施設等現況（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管整備記録表（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 契約関係 検査確認調書（平成３０年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 安全衛生 安全衛生実施計画関係（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１８年度 奄美事務所 不当要求 不当要求防止対策関係（平成３0年度） 九州検査部奄美事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請受付台帳（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請書（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 起案簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 切手受払簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 担当者印 検査官印管理簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査機器管理日誌（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 公文書類 検査施設関係通達等（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 物品 固定資産・少額備品台帳（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 公文書類 審査業務通達等（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 契約関係 スポット契約綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３０年 2050年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 契約関係 年間契約綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車受付台帳（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車等申請（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 契約関係 本部契約綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 7年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 旅行命令・旅費請求書綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄



２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 会議、研修及び講習（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 休暇簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 健康診断関係（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 受付件名簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 【当日】新規検査等届出書（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等確認結果記録表綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表綴り（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器封印シール授受出納簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 特別休暇簿（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査施設等現況（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管整備記録表（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 安全衛生 安全衛生実施計画関係（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 不当要求 不当要求防止対策関係（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請受付台帳（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請書（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 起案簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 切手受払簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 担当者印 検査官印管理簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査施設関係通達等（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 物品 固定資産・少額備品台帳（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査業務通達等（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 契約関係 スポット契約綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３０年 2051年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 契約関係 年間契約綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車受付台帳（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車等申請（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 契約関係 本部契約綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 7年 2028年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 旅行命令・旅費請求書綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 会議、研修及び講習（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 休暇簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 健康診断関係（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 受付件名簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 【当日】新規検査等届出書（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等確認結果記録表綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表綴り（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 庶務 特別休暇簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査施設等現況（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管整備記録表（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0１９年度 奄美事務所 庶務 コロナ関連（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2020年4月1日 １０年 2030年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 移管
２０２０年度 奄美事務所 庶務 コロナ関連（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 １０年 2031年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 移管
２０２０年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器封印シール授受出納簿（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 安全衛生 安全衛生実施計画関係（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２０２０年度 奄美事務所 不当要求 不当要求防止対策関係（令和元年度） 九州検査部奄美事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請受付台帳（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 改造自動車申請書（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 起案簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 公文書類 企画通達文書（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 切手受払簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和２年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 勤務時間及び検査作業手当実績（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 担当者印 検査官印管理簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 検査施設関係通達等（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 物品 固定資産・少額備品台帳（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査業務通達等（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 審査事務規程（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 契約関係 スポット契約綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 総務関係綴（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 公文書類 総務通達文書（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３０年 2052年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 契約関係 年間契約綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車受付台帳（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 並行輸入自動車等申請（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 契約関係 本部契約綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 7年 2029年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 旅行命令・旅費請求書綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2029年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 会議、研修及び講習（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 休暇簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 健康診断関係（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 受付件名簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 出勤簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の検査に関すること 【当日】新規検査等届出書（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 検査機器日常点検整備記録表綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄



２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 判定値等確認結果記録表綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 制動力判定値変更記録表綴り（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 特別休暇簿（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査施設等現況（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管理台帳（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 街頭検査実施結果（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車の審査等に係る調査及び統計 審査コースの稼働状況（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 自動車用審査機器の保守管理に関すること 審査機器管整備記録表（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 サーバ 奄美事務所長 廃棄
２0２１年度 奄美事務所 庶務 コロナ関連（令和３年度） 九州検査部奄美事務所 2022年4月1日 １０年 2032年3月31日 紙 事務所 奄美事務所長 移管
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人業務方法書　　（規程第１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人組織規程　　（規程第２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人理事会規程　　（規程第３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人文書管理規程    （規程第４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人公印規程　　（規程第５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人役員給与規程　　（規程第６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人役員退職手当支給規程　　（規程第７号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員給与規程　　（規程第８号）　　 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人就業規則　　（規程第９号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人会計規程　　（規程第１０号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人審査事務規程　　（規程第１１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職務代理順序及び理事の担当事項に関する規程　　（規程第１２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人後援等の名義使用の承認取扱規程　　（規程第１３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人災害対策本部の設置に関する規程　　（規程第１４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の文書の種類及び形式に関する規程　　（規程第１５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人文書閲覧窓口設置規程　　（規程第１６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の育児休業等に関する規程　　（規程第１７号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の介護休暇に関する規程　　（規程第１８号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の赴任期間に関する規程　　（規程第１９号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の任命等に関する規程　　（規程第２０号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の人事記録に関する規程　　（規程第２１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の身分証明書の交付等に関する規程　　（規程第２２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人非常勤職員の就業等に関する規程　　（規程第２３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の身上調査に関する規程　　（規程第２４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の懲戒等に関する規程　　（規程第２５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の倫理規程　　（規程第２６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の再任用制度に関する規程規程　　（規程第２７号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員勤務評定実施規定　　（規程第２８号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員のリクレーションに関する規程　　（規程第２９号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人安全衛生管理規定　　（規程第３０号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人災害補償規程　　（規程第３１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人旅費規程　　（規程第３２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人日額旅費支給規程　　（規程第３３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の役職員が検査法人の用務以外の目的で海外に渡航する場合　　（規程第３４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人　　（規程３５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人監事監査規程　　（規程第３６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人文書管理規程実施細則　　（細則第１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の職務の級に関する細則　　（細則第２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人給与の口座振込に関する細則　　（細則第３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の勤務時間等の変更関する細則　　（細則第４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員の職務の勤務時間、休暇等に関する細則　　（細則第５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人出勤簿等の整理手続き細則　　（細則第６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人旅費規程実施細則　　（細則第７号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人会計規程実施細則　　（細則第８号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人契約事務実施細則　　（細則第９号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人固定資産管理実施細則　（細則第１０号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人の政府調達に関する協定に係る物品等又は特定役務の調達手続きに関する細則　　（細則第１１号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人出納員配置任命細則　　（細則第１２号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人受託研修実施細則　　（細則第１３号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人寄付金品受領細則　　（細則第１４号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人職員給与規程実施細則　　（細則第１５号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 自動車検査独立行政法人監事監査規程実施細則（細則第１６号） 自動車検査独立行政法人 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 沖縄事務所 文書 法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 沖縄事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１４年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 宮古事務所 文書 法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 宮古事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１４年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00２年度 八重山事務所 文書 法人文書ファイル管理簿 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 八重山事務所 文書 法人文書分類基準表 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2003年4月1日 常用 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 常用
２00２年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１４年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2003年4月1日 ３0年 2033年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00３年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１５年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00３年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１５年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00３年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１５年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2004年4月1日 ３0年 2034年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00４年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00４年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１６年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00４年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１６年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2005年4月1日 ３0年 2035年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00５年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１７年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00５年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１７年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00５年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１７年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2006年4月1日 ３0年 2036年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00６年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１８年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00６年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１８年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00６年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１８年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2007年4月1日 ３0年 2037年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00７年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成１９年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00７年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成１９年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00７年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成１９年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2008年4月1日 ３0年 2038年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00８年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２０年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２00８年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２０年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00８年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２０年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2009年4月1日 ３0年 2039年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２１年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2010年4月1日 ３0年 2040年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）　（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）　　（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）　　（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２１年度） 点検作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２１年度） 整備作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２１年度） 整備作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２１年度） 点検作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２１年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2010 １0年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２１年度） 整備作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２00９年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２１年度） 点検作業請負事業者 2010 １0年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１0年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２２年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１0年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２２年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１0年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２２年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2011年4月1日 ３0年 2041年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２３年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２３年度） 届出者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２３年度） 点検作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２３年度） 整備作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２３年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２３年度） 届出者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２３年度） 点検作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２３年度） 整備作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２３年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2012年4月1日 ３0年 2042年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２３年度） 届出者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２３年度） 点検作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１１年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２３年度） 整備作業請負事業者 2012年4月1日 １0年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２４年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２４年度） 届出者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２４年度） 点検作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２４年度） 整備作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２４年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２４年度） 届出者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２４年度） 点検作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２４年度） 整備作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２４年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2013年4月1日 ３0年 2043年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２４年度） 届出者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２４年度） 点検作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２４年度） 整備作業請負事業者 2013年4月1日 １0年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１２年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿　　（平成２４年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2013 ７年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２５年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２５年度） 届出者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２５年度） 点検作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２５年度） 整備作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２５年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２５年度） 届出者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２５年度） 点検作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２５年度） 整備作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２５年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2014年4月1日 ３0年 2044年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２５年度） 届出者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２５年度） 点検作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１３年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２５年度） 整備作業請負事業者 2014年4月1日 １0年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015年4月1日 ７年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２６年度） 届出者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２６年度） 点検作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２６年度） 整備作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２６年度） 届出者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２６年度） 点検作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２６年度） 整備作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２６年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015年4月1日 ３0年 2045年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２６年度） 届出者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２６年度） 点検作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２６年度） 整備作業請負事業者 2015年4月1日 １0年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 出勤簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年年次休暇） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年病気・特別休暇） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書　　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年年次休暇） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年病気・特別休暇） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 宮古事務所 文書 欠勤簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２0１４年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 出勤簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年年次休暇） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 休暇簿　　（平成２６年病気・特別休暇） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１４年度 八重山事務所 文書 欠勤簿　　（平成２６年度） 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2015 ５年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２７年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿　　（平成２７年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2016年4月1日 ７年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２７年度） 届出者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿　　（平成２７年度） 点検作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿　　（平成２７年度） 整備作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２７年度） 自動車検査独立行政法人宮古事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２７年度） 届出者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２７年度） 点検作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２７年度） 整備作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２７年度)　 自動車検査独立行政法人八重山事務所 2016年4月1日 ３0年 2046年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２７年度） 届出者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２７年度） 点検作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１５年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２７年度） 整備作業請負事業者 2016年4月1日 １0年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成２８年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成２８年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ７年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （平成２８年度） 点検作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成２８年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成２８年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２８年度） 点検作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成２８年度) 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ３0年 2047年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成２８年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成２８年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成２８年度） 届出者 2017年4月1日 ５年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２８年度） 点検作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017年4月1日 １0年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 切手受払簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 書留簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 押印記録簿    （平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 改造自動車受付台帳  （平成２８年度） 車両班 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳    （平成２８年度） 車両班 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 街頭検査実施結果  （平成２８年度） 車両班 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 審査機器作業記録用紙    （平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 沖縄事務所 文書 審査機器故障状況記録表    （平成２８年度） 施設班 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 切手受払簿（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 街頭検査実施結果（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 宮古事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２0１６年度 宮古事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 切手受払簿（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成２８年度） 届出者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 街頭検査実施結果（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成２８年度） 整備作業請負事業者 2017 ３年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１６年度 八重山事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成２８年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2017 ３年 2020 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成２９年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成２９年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ７年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （平成２９年度） 点検作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （平成２９年度） 整備作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ３0年 2048年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成２９年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成２９年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２９年度） 点検作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２９年度） 整備作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成２９年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成２９年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成２９年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成２９年度） 届出者 2018年4月1日 ５年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成２９年度） 点検作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１７年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成２９年度） 整備作業請負事業者 2018年4月1日 １0年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成３０年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成３０年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ７年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 切手受払簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 書留簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 押印記録簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 改造自動車受付台帳  （平成３０年度） 車両班 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳    （平成３０年度） 車両班 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 街頭検査実施結果  （平成３０年度） 車両班 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （平成３０年度） 点検作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 審査機器作業記録用紙    （平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 審査機器故障状況記録表    （平成３０年度） 施設班 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２0１８年度 宮古事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成３０年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成３０年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 切手受払簿（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 街頭検査実施結果（平成３0年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成３０年度） 点検作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成３０年度) 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３0年 2049年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成３０年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成３０年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 切手受払簿（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成３０年度） 届出者 2019年4月1日 ５年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 街頭検査実施結果（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成３０年度） 点検作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 １0年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成３０年度） 整備作業請負事業者 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019年4月1日 ３年 2022年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 沖縄事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表    （平成３０年度） 施設班 2019 １年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 宮古事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2019 １年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１８年度 八重山事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（平成３０年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2019 １年 2020 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成３１年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （平成３１年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ７年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 切手受払簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 書留簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 押印記録簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 改造自動車受付台帳  （平成３１年度） 車両班 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳    （平成３１年度） 車両班 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 街頭検査実施結果  （平成３１年度） 車両班 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （平成３１年度） 点検作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 審査機器作業記録用紙    （平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 審査機器故障状況記録表    （平成３１年度） 施設班 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 沖縄事務所 文書 コロナ対応関係（令和元年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 起案簿（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成３１年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （平成３１年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 切手受払簿（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２0１９年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成３１年度） 点検作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 宮古事務所 文書 コロナ対応関係（令和元年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 起案簿（平成３１年度) 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３0年 2050年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成３１年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （平成３１年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 切手受払簿（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 改造自動車受付台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車受付台帳（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（平成３１年度） 届出者 2020年4月1日 ５年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 街頭検査実施結果（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（平成３１年度） 点検作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 審査機器作業記録用紙（平成３１年度） 整備作業請負事業者 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 審査機器故障状況記録表（平成３１年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2020年4月1日 ３年 2023年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0１９年度 八重山事務所 文書 コロナ対応関係（令和元年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2020年4月1日 １0年 2030年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （令和２年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （令和２年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ７年 2028年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 切手受払簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 書留簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 押印記録簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （令和２年度） 届出者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （令和２年度） 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 街頭検査実施結果  （令和２年度） 車両班 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （令和２年度） 点検作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 審査機器作業記録用紙    （令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 審査機器故障状況記録表    （令和２年度） 施設班 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表    （令和２年度） 施設班 2021年4月1日 １年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 沖縄事務所 文書 コロナ対応関係（令和２年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 起案簿（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （令和２年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （令和２年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 切手受払簿（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（令和２年度） 届出者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（令和２年度） 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（令和２年度） 点検作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 審査機器作業記録用紙（令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 審査機器故障状況記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2021年4月1日 １年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 宮古事務所 文書 コロナ対応関係（令和２年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２０２０年度 八重山事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 起案簿（令和２年度) 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ３0年 2051年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （令和２年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （令和２年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 切手受払簿（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（令和２年度） 届出者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（令和２年度） 届出者 2021年4月1日 ５年 2026年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 街頭検査実施結果（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（令和２年度） 点検作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 審査機器作業記録用紙（令和２年度） 整備作業請負事業者 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 審査機器故障状況記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 ３年 2024年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（令和２年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2021年4月1日 １年 2022年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２０２０年度 八重山事務所 文書 コロナ対応関係（令和２年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2021年4月1日 １0年 2031年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 受付記録簿　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 起案簿　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 旅行命令簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 出勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （令和３年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 休暇簿    （令和３年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 欠勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 小口現金出納簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 共通管理経費    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 立替金請求書    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ７年 2029年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 切手受払簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 書留簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 超過勤務等命令簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 勤務時間報告書      （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 自動車等検査作業手当実績及び整理簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 押印記録簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）  （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（軍検査場）    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 改造自動車届出書  （令和３年度） 届出者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 並行輸入自動車届出書    （令和３年度） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 街頭検査実施結果  （令和３年度） 車両班 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 審査機器定期点検記録簿    （令和３年度） 点検作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 審査機器整備記録簿    （令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 審査機器作業記録用紙    （令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 審査機器故障状況記録表    （令和３年度） 施設班 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表    （令和３年度） 施設班 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 沖縄事務所 文書 コロナ対応関係（令和３年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 受付記録簿（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 起案簿（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 旅行命令簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 出勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （令和３年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 休暇簿    （令和３年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 欠勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 切手受払簿（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 改造自動車届出書（令和３年度） 届出者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 並行輸入自動車届出書（令和３年度） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（令和３年度） 点検作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 審査機器整備記録簿（令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 審査機器作業記録用紙（令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 審査機器故障状況記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構宮古事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 宮古事務所 文書 コロナ対応関係（令和３年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 検査官等が使用する検査官印管理簿　　（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 検査官被服管理台帳　　（令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構沖縄事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 受付記録簿（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 起案簿（令和３年度) 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ３0年 2052年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 旅行命令簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 出勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （令和３年年次休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 休暇簿    （令和３年病気・特別休暇） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 欠勤簿    （令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 切手受払簿（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（本所）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 保安基準適合性審査業務量実績（出張検査）（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 改造自動車届出書（令和３年度） 届出者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 並行輸入自動車届出書（令和３年度） 届出者 2022年4月1日 ５年 2027年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 街頭検査実施結果（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄



２0２１年度 八重山事務所 文書 審査機器定期点検記録簿（令和３年度） 点検作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 審査機器整備記録簿（令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 審査機器作業記録用紙（令和３年度） 整備作業請負事業者 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 審査機器故障状況記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 ３年 2025年3月31日 電子 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 審査機器始業・終業点検記録表（令和３年度） 独立行政法人自動車技術総合機構八重山事務所 2022年4月1日 １年 2023年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄
２0２１年度 八重山事務所 文書 コロナ対応関係（令和３年度） 自動車検査独立行政法人沖縄事務所 2022年4月1日 １0年 2032年3月31日 紙 事務所 沖縄事務所長 廃棄


