
総務部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

会議 国立大学協会 国立大学協会関係綴（東北地区支部会議） 10年

会議 学内会議 弘前大学放射線安全機構 10年

会議 学外会議 国立大学法人等監事協議会（東北部会） 5年

会議 学内会議 工学系学部設置準備委員会関係 30年

会議 学内会議 事務一元化等事故改善意見交換会 30年

会議 学内会議 国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議 30年

会議 学内会議 弘前大学国立大学法人化委員会 30年

会議 学内会議 組織業務検討委員会 30年

会議 学内会議 事務改善ＷＧ 30年

会議 学内会議 業務改善推進検討会議 10年

会議 学外会議 国立大学法人学長・大学共同利用機関機構長等会議 5年

会議 学内会議 運営諮問会議 30年

会議 学内会議 学長選考会議 30年

会議 学内会議 経営協議会 30年

会議 学内会議 経営協議会・教育研究評議会合同会議 30年

会議 学内会議 教育研究評議会 30年

会議 学内会議 役員会 30年

会議 学外会議 国立大学事務局長会議 10年

会議 学外会議 国立大学長会議 10年

会議 学外会議 青森県高等教育機関懇談会 5年

会議 学外会議 東北地区国立学校等総務部課長会議 5年

会議 学外会議 東北地区国立大学事務局長会議 10年

会議 学外会議 東北地区国立大学長会議 10年

会議 学内会議 評議会 30年

会議 学内会議 部局長懇談会 30年

会議 学内会議 部局長等会議 30年

会議 学内会議 北東北３大学連携推進会議 10年

会議 学内会議 教養部教授会 30年

会議 学内会議 事務協議会 5年

会議 学内会議 事務連絡会議 5年

会議 学内会議 公式ホームページ専門委員会 10年

会議 学内会議 広報委員会 15年

会議 学内会議 企画戦略会議 30年

会議 学内会議 地域社会研究科等情報システム運用委員会（平成２８年度） 5年

会議 学内会議 弘前大学創立70周年記念事業運営委員会･実行委員会 10年
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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

会議 学外会議 弘前大学後援会会議関係綴 10年

会議 学外会議 岩手大学大学院連合農学研究科関係綴 5年

会議 学外会議 医学系出身国立大学長懇談会関係綴 5年

会議 学外会議 新しい東北官民連携推進協議会 5年

会議 学外会議
「東北地区における教員養成の在り方」に関する意見交換会（東北教
職高度化プラットフォーム会議

5年

会議 学外会議 東北地区国立学校等総務部課長・人事担当部課長合同会議 5年

内部統制 内部統制 内部統制関係 10年

内部統制 その他 国立大学法人ガバナンス・コード 10年

行事 儀式・行事 入学式 5年

行事 儀式・行事 学位記授与式 5年

行事 儀式・行事 弘前大学市民Day 5年

行事 儀式・行事 名誉教授との懇談会 5年

行事 儀式・行事 年末・年始関係綴 1年

行事 儀式・行事
国立大学法人弘前大学設置記念式典並びに旧政官立弘前高等学校
外国人教師移築記念式典関係綴

10年

行事 儀式・行事 弘前大学フィルハーモニー管弦楽団演奏会 5年

行事 記念事業 弘前大学鷹揚さくら会 10年

行事 記念事業 創立５０周年関係 10年

行事 記念事業 創立６０周年記念事業関係 10年

行事 記念事業 創立７０周年記念事業関係 10年

行事 その他 総合文化祭綴 5年

広報 刊行物 往復文書等 5年

広報 刊行物 弘前大学学報 30年

広報 刊行物 弘前大学要覧 30年

広報 刊行物 弘前大学概要発行関係 5年

広報 刊行物 弘前大学メールマガジン発行関係 10年

広報 刊行物 弘前大学学報発行関係 5年

広報 刊行物 弘前大学広報誌「ひろだい」発行関係 10年

広報 刊行物 弘前大学要覧作成関係 15年

広報 刊行物 INFO-HIRO-21発行関係 10年

広報 記者会見 記者会見綴 5年

広報 記者会見 学長定例記者会見 5年

広報 記者発表 記者発表通知等 5年

広報 その他 広告関係 5年

広報 その他 弘前大学ロゴマーク 5年

広報 その他 文教速報ニュース 5年
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出張関係 旅行命令 旅行命令簿等綴 7年

出張関係 海外渡航 海外渡航事務の取扱 5年

出張関係 その他 研修・出張関係綴 7年

調査・報告
文部科学省関
係調査

文部科学省諸調書関係 10年

情報公開 情報公開 情報公開開示請求 10年

選挙 学長選挙 学長候補者選挙関係綴 30年

文書管理 公印 公印の作成・改印・廃止関係綴 30年

文書管理 公印 公印の印影印刷関係綴り 5年

文書管理 公印 公印使用簿 5年

予算 経費要求書 概算要求関係 5年

予算 予算関連調書 予算関係綴 5年

予算 謝金 謝金関係 5年

その他 寄附 寄附受入関係 5年

その他 その他 安否確認システムANPIC 5年

その他 その他 安否確認システムを活用した安否報告訓練 3年

その他 その他 弘前大学有識者懇談会 1年

その他 秘書事務 挨拶状 3年

その他 秘書事務 学長公用年賀状 3年

その他 秘書事務 学長・理事交代に伴う挨拶状 3年

その他 秘書事務 慶弔電報・献花等関係綴 5年

その他 秘書事務 会議・式典等出欠回答綴 5年

その他 秘書事務 弘前大学特別顧問関係 10年

その他 秘書事務 若手事務職員との懇談会 5年

その他 秘書事務 若手教員との懇談会 5年

その他 秘書事務 学長関係綴 5年

その他 秘書事務 学長寄附金支出 5年

その他 慶弔 慶弔関係綴 1年

その他 来学者・視察 文部科学省来学者対応 3年

その他 その他 学長説明会 10年

その他 その他 自家用自動車使用内規制定 30年

その他 その他 内部監査関係 7年

その他 その他 監事監査報告書 7年

その他 その他 新型インフルエンザ関係綴 5年

その他 その他 記念碑関係綴 30年

その他 その他 事務組織の見直し関係綴 30年
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その他 その他 庶務関係ワーキンググループ関係 30年

その他 その他 事務局各部における検討課題 10年

その他 その他 組織の廃止・転換再編等ヒアリング関係 30年

その他 その他 事務の簡素化と経費節減についての提案 30年

その他 その他 弘前大学の未来についての提案 30年

その他 その他 学内一般往復文書 5年

その他 その他 学内一般通知文書 5年

その他 その他 学外一般往復文書 5年

その他 その他 学外一般通知文書 5年

その他 その他 さわやか行政サービス 5年

その他 その他 東日本大震災関係 10年

その他 その他 チェルノブイリ派遣関係 5年

その他 その他 タクシー借り上げ使用簿 1年

その他 その他 献血関係綴 1年

その他 その他 文部科学省往復 5年

その他 その他 文部科学省通知関係 5年

その他 その他 募金・記念品代 1年

その他 その他 後援名義使用に関する綴 5年

その他 その他 大学基準協会関係綴 10年

その他 その他 職員芸術・造形作品展/総合文化祭駅伝大会 3年

その他 その他 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 10年

その他 マニュアル
国立大学法人弘前大学地震･火災･盗難･感染症対応マニュアル（平
成２８年度）

5年

その他 その他 自家用自動車関係 5年

その他 その他 自動車運転登録伺 5年

行事 儀式・行事 弘前大学市民Day 5年

その他 その他 新型コロナウイルス関係 10年

機関指定 機関指定 国の開設する覚せい剤施用機関の指定について 30年

業務方法書 業務方法書 業務方法書 30年

個人情報 開示請求等 個人情報開示請求等綴 10年

施設 建物の借入 青森キャンパスに係る青森市からの建物の借用等 借入終了後5年

設置・改廃 指定申請 食品衛生管理者等養成施設に関する文書 30年

設置・改廃 設置・改廃 食料科学研究所(仮称）設置関係 30年

設置・改廃 設置・改廃 教職大学院設置関係 30年

その他 その他 雑綴 1年

その他 教育情報
教育情報の公表について（教行く職員免許法施行規則第22条の6関
係）

5年
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総務部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

大学改革 教員業績評価 教員業績評価に係るインセンティブ 10年

大学改革 その他 国立大学協会・大学基準協会関係 10年

大学改革 認証評価 各学部・研究科自己評価書 30年

大学情報データベー
スシステム

契約関係 大学情報データベースシステム 5年

大学情報データベー
スシステム

電子情報 大学情報データベースシステム 10年

大学改革 その他 特定プロジェクト教育研究センター関係 10年

中期目標・中期計画
第２期中期目
標・中期計画

第２期中期目標・中期計画 30年

中期目標・中期計画
第２期中期目
標・中期計画

中期目標・中期計画策定会議 30年

中期目標・中期計画
第３期中期目
標・中期計画

第３期中期目標・中期計画 30年

中期目標・中期計画
第３期中期目
標・中期計画

第３期中期目標・中期計画策定会議 30年

中期目標・中期計画
第３期中期目
標・中期計画

第３期中期目標・中期計画の変更 30年

中期目標期間評価 事業報告書 事業報告書 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

第１期中期目標期間評価 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

中期目標期間に係る業務実績 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

中期目標の達成状況報告書 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

学部・研究科等の現況調査表 30年

中期目標期間評価
第２期中期目
標期間評価

第２期中期目標期間評価 30年

中期目標期間評価
第２期中期目
標期間評価

第２期中期目標期間の業務の実績に関する報告書等の作成関係 30年

中期目標期間評価
第３期中期目
標期間評価

第３期中期目標期間評価 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

学部・研究科等の現況調査表 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

現況分析における顕著な変化についての説明書 30年

中期目標期間評価
第１期中期目
標期間評価

法人評価に係る大学院学生数（見込）調べ（平成２０，２１年度実施） 30年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

国立大学法人評価に使用するデータに係るデータ分析集及び入力
データ

5年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

大学ポートレート 10年

調査・報告
文部科学省関
係

国立大学のミッションの再定義関係 30年

予算 予算管理 予算関係（企画課） 10年

会議 学内会議 コンプライアンス委員会 10年

会議 学内会議 弘前大学北日本重粒子線医学センター（仮称）設置検討委員会 10年

会議 学内会議
青い森セントラルパーク低炭素型モデルタウン構想に関する検討会
議

10年

会議 企画委員会 企画委員会 10年

会議 評価室 評価室員の推薦依頼 10年

会議 評価室 評価室会議 10年

設置・改廃 その他 その他医学部・附属病院関係 30年

設置・改廃 課程認定 教職免許状に係る課程認定申請等 30年

5 ページ



総務部
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設置・改廃 課程認定 課程認定に係る綴り 30年

設置・改廃 課程認定 課程認定大学の実地視察 30年

設置・改廃 課程認定 弘前大学教員免許課程認定申請書 30年

設置・改廃 課程認定 教職免許状に係る課程認定関係資料 30年

設置・改廃 課程認定 弘前大学課程認定申請書（学部学科等の課程） 30年

設置・改廃 課程認定 弘前大学大学院課程認定申請書（研究科専攻等の課程） 30年

設置・改廃 課程認定 課程認定関係 10年

設置・改廃 指定申請 人文社会科学研究科修士課程設置に係る綴り（平成２５年４月改組） 30年

設置・改廃 指定申請 保健学部設置に係る綴り 30年

設置・改廃 指定申請
理工学研究科博士前期課程新エネルギー創造工学コース設置に係
る綴り（平成２５年４月設置）

30年

設置・改廃 指定申請 各種養成施設指定関係 30年

設置・改廃 指定申請 教職実践演習の新設に係る課程認定申請書（学校法人東奥学園） 30年

設置・改廃 指定申請 他教員養成機関指定関係（学校法人東奥学園） 30年

設置・改廃 指定申請 他教員養成機関指定関係（県立青森高等看護学院） 30年

設置・改廃 指定申請 幼稚園教員養成機関の指定申請書（学校法人東奥学園） 30年

設置・改廃 指定申請 養護教諭養成機関指定申請書（県立青森高等看護学院） 30年

設置・改廃 指定申請 食品衛生管理者等養成施設指導調査 30年

設置・改廃 指定申請 食品衛生管理者等養成施設に関する文書 30年

設置・改廃 指定申請 他教員養成機関実地視察関係（学校法人東奥学園） 30年

設置・改廃 指定申請 指定学校概況 30年

設置・改廃 指定申請 指定申請関係 30年

設置・改廃 設置・改廃 学部等の設置に係る設置計画履行状況報告書 30年

設置・改廃 設置・改廃 医学部入学定員増関係 30年

設置・改廃 設置・改廃 学部・学科，大学院等の設置・改廃関係資料 30年

設置・改廃 設置・改廃 学部・学科，大学院等の設置・改廃申請等 30年

設置・改廃 設置・改廃
大学院等の設置に係る年次計画履行状況報告（理工学研究科・農学
生命科学研究科・地域社会研究科）

30年

設置・改廃 設置・改廃 大学院教育学研究科（修士課程）設置申請関係綴り（実地審査含む） 30年

設置・改廃 設置・改廃 設置計画関係綴 30年

設置・改廃 設置・改廃 設置構想及び設置計画 30年

設置・改廃 設置・改廃 設置計画書 30年

設置・改廃
附属病院開設
承認事項

医学部附属病院開設承認事項の一部変更等 30年

訴訟 医療訴訟 争訟事件に関する文書 30年

訴訟 その他 争訟事件に関する文書 30年

訴訟 その他 訴訟（その他） 30年

訴訟 地位確認訴訟 争訟事件に関する文書 30年
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訴訟 学生事故 争訟事件に関する文書 30年

訴訟 行政訴訟 争訟事件に関する文書 30年

大学改革 教員業績評価 教員業績評価 10年

大学改革 教員業績評価 教員業績評価報告書 10年

大学改革 教員業績評価 新たな教員業績評価制度の検討について 10年

大学改革 組織評価 組織評価 10年

大学改革 その他 国立大学法人評価委員会委員による弘前大学訪問 10年

大学改革 認証評価 認証評価 30年

大学改革 認証評価 大学基準協会 10年

大学改革 外部評価 外部評価 10年

大学改革 外部評価 弘前大学入学試験業務に係る外部評価 10年

大学改革 教員派遣制度 教員業績評価に係る教員派遣制度 10年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標・中期計画

第１期中期目標・中期計画 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標・中期計画

第１期中期目標・中期計画の変更 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標・中期計画

第１期中期目標・中期計画ヒアリング 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

中期目標の達成状況報告書 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

平成１９年度・中期目標期間に係る業務実績 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

平成１９年度・中期目標期間に係る業務実績
中期目標の達成状況報告書
学部・研究科等の現況調査表

30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

平成２０，２１年度中期目標の達成状況報告書 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

平成２１年度・中期目標期間に係る業務実績 30年

中期目標・中期計画
第１期中期目
標期間評価

平成２１年度・中期目標期間に係る業務実績
平成２０，２１年度中期目標の達成状況報告書
現況分析における顕著な変化についての説明書
（教育・研究）

30年

中期目標・中期計画
第２期中期目
標・中期計画

各国立大学の第２期中期目標・中期計画の素案 30年

中期目標・中期計画
第２期中期目
標・中期計画

第２期中期目標・中期計画の変更 30年

調査・報告 総務省関係 科学技術研究調査 5年

調査・報告 総務省関係 経済センサス 5年

調査・報告 総務省関係 経済構造実態調査 5年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

大学情報データベース調査票 5年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

国立大学法人評価に使用するデータ調査票【旧大学情報データベー
ス】

5年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

国立大学法人評価に使用するデータ分析集及び入力データ 5年

調査・報告
大学評価・学
位授与機構関
係

大学ポートレート（仮称）関係 10年

調査・報告
文部科学省関
係

学校基本調査 10年
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調査・報告
文部科学省関
係

個人情報保護法関係 10年

調査・報告
文部科学省関
係

大学における教育内容等の改革状況調査 5年

調査・報告
文部科学省関
係

文部科学省関係往復 5年

調査・報告
文部科学省関
係

大学等における科学技術・学術活動実態調査 5年

調査・報告
文部科学省関
係

国立大学のミッションの再定義
各大学の判断に基づき提出するデータ等の資料（教員養成・医学・工
学）

30年

調査・報告
文部科学省関
係

国立大学大学院の組織編成，大学院関係資料
大学院活動状況調査

10年

年度計画 実績報告書 実績報告書 30年

年度計画 年度計画 年度計画 30年

法人文書ファイル
法人文書ファ
イル

法人文書ファイル管理簿 30年

法令
制定・改廃通
知

関係法令制定・改廃通知 永年

法令
制定・改廃通
知

関係法令，諸規則等制定・改廃 30年

法令 学内規則等 諸規則等制定・改廃 30年

法令 その他 法制支援・規則集システム関連 5年

その他 その他 「授業目的公衆送信補償金制度」関係 5年

予算 複写権 著作物複写利用許諾契約関係 5年

保険 総合損害保険 国立大学法人総合損害保険関係 5年

情報公開・個人情報
保護

契約関係 個人情報保護に関する覚書 契約終了後10年

大学改革 学部改組 教育・研究組織の再編関係 30年

大学改革 学部改組
【事前伺い書類】（平成28年度設置）
　人文社会科学部・理工学部・農学生命科学部

30年

大学改革 学部改組 設置計画履行状況報告書 30年

大学改革 教職大学院 教職大学院設置関係 30年

大学改革 教職大学院
【意見伺い書類】（平成29年度設置）
　弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻　設置計画書

30年

大学改革 教職大学院
【意見伺い書類】（平成29年度設置）
　弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻　設置計画に係る補
正計画書

30年

大学改革 教職大学院
【意見伺い書類】（平成29年度設置）
　弘前大学大学院教育学研究科教職実践専攻　設置計画に係る再
補正計画書

30年

大学改革 教職大学院 設置計画履行状況報告書 30年

大学改革 研究科再編 新研究科構想について 30年

大学改革 研究科再編 平成32年度　既設研究科の再編について 30年

大学改革 医学部 医学部入学定員の増について 30年

大学改革 公認心理師 公認心理師について 30年

大学改革 公認心理師
【意見伺い書類】（平成29年度設置）
　弘前大学医学部心理支援科学科　設置計画書

30年

大学改革 公認心理師
【意見伺い書類】（平成29年度設置）
　弘前大学医学部心理支援科学科　設置計画に係る補正計画書

30年

大学改革 公認心理師 専任教員採用等設置計画変更届（AC教員審査） 30年

大学改革 教育研究院 教育研究院設置関係 30年

大学改革 附置研究所 研究所の再編について 30年
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大学改革 教員養成 国立教員養成大学・学部,大学院,附属学校の改革関係 30年

大学改革 その他 国立教員養成大学・学部,大学院,附属学校の改革関係 30年

大学改革 研究科再編 専任教員採用等設置計画変更届（AC教員審査） 30年

大学改革 公認心理師 専任教員採用等設置計画変更届（AC教員審査） 30年

大学改革 戦略検討会 戦略検討会及びIR検討会について 30年

大学改革 公認心理師
公認心理師養成課程について（医学部心理支援科学科、大学院保健
学研究科心理支援科学専攻（仮称））

30年

大学改革 組織評価 新たな組織評価について 10年

会計 旅行命令 旅行命令簿 7年

会計 謝金 謝金関係 7年

服務 勤務時間 監督者管理表・勤務時間報告書・休暇簿関係綴 5年

その他 調書 各種調書関係等綴 5年

大学改革 その他 数理・データサイエンス検討会 5年

大学改革 IR IR業務関係 3年

人事調整 任用 学内共同教育研究施設等人事委員会 5

人事調整 任用 旧姓使用 1

人事調整 任用 教員の補充等計画関係綴 3

人事調整 任用 国立大学法人弘前大学全学教員人事委員会に関する綴 10

人事調整 任用 任期付職員の選考等に関する綴 5

人事調整 任用 求人面接に関する綴 5

人事調整 任用 「国立大学法人等職員統一採用試験」に関する綴 3

人事調整 常勤職員 任免に関する諸調査・報告書綴 5

人事調整 常勤職員 教員の資格審査（専任）及び教員候補適任者の決定に関する綴 30

人事調整 常勤職員 人事往復に関する綴（割愛） 10

人事調整 常勤職員 研究休職に関する綴 10

人事調整 常勤職員 人事異動（常勤） 10

人事調整 常勤職員 労務災害認定による労災給付との給与調整 10

人事調整 常勤職員 事務系職員の職務命令報告に関する綴 5

人事調整 常勤職員 勤務配置の異動について（係・講座変更） 5

人事調整 非常勤職員 人事異動（非常勤） 5

人事調整 非常勤職員 補充協議（非常勤職員）に関する綴 5

人事調整 非常勤職員 特別非常勤講師届出 5

人事調整 非常勤職員 予算項・勤務時間変更報告 5

人事調整 諸手当 個人ファイル（扶養届，住居届，単身赴任届） 5

人事調整 諸手当 寒冷地手当に関する緒調書綴 5

人事調整 諸手当 期末手当・勤勉手当に関する諸調書綴 5
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人事調整 諸手当 初任給調整手当支給調書 5

人事調整 諸手当 単身赴任手当認定簿及び単身赴任届 5

人事調整 諸手当 通勤手当認定簿及び通勤届 5

人事調整 諸手当 扶養手当認定簿及び扶養親族届 10

人事調整 諸手当 大学院担当による諸調査報告書綴 5

人事調整 諸手当 研究業績手当に関する綴 10

人事調整 諸手当 扶養手当に関する通知綴（諸手当事実確認票） 10

人事調整 諸手当 諸手当事実確認及び寒冷地手当に関する綴 10

人事調整 法令・規則 就業規則・労働協約等締結に関する綴 30

人事調整 法令・規則 教育公務員特例法に関する綴 30

人事調整 法令・規則 事務機構に関する綴 30

人事調整 法令・規則 職制定数等の設置・許可に関する綴 30

人事調整 法令・規則 人事関係学内規則に関する綴 30

人事調整 報告 厚生労働省関係機関への各種推進員等の届出綴 5

人事調整 報告 文部科学省報告（規程改正・役員報酬） 5

人事調整
社会保険・雇
用保険

国立大学法人弘前大学にかかる労働保険等関係成立届及び変更届 永年

人事調整 その他 幹部職員の人事に関する懇談（文科省）関係綴 3

人事調整 その他 東北地区国立大学法人等職員の異動希望関係綴 3

人事調整 その他 文部科学省研修生等に関する綴 3

人事調整 その他 理事候補者の推薦(国大協）関係綴 3

人事調整 その他 東北地区国立大学法人等課長等候補者の推薦関係 3

人事調整 その他 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画関係 10

人事調整 その他 任免に関する諸調査・報告書類 5

人事調整 その他 弘前大学客員教授の名称付与について 10

人事調整 その他 学校教員統計調査 5

人事調整 その他 国立大学法人役員等に関する文部科学省往復綴 10

人事調整 その他 人事異動（非常勤職員給与改訂） 10

人事調整 その他 任免処理簿 30

人事調整 その他 個人番号簿（定員内職員） 30

人事調整 その他 個人番号簿（非常勤職員） 30

人件費管理 人件費管理 超勤調査綴 5

人件費管理 公表 国立大学法人の役員の報酬及び職員の給与水準の公表に関する綴 5

人件費管理 退職手当 退職者関係資料 3

人件費管理 退職手当 人事異動（退職手当[定年・勧奨]） 15

人件費管理 退職手当 人事異動（退職手当[普通退職]） 10
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人件費管理 退職手当 人事異動（退職手当不支給） 10

人件費管理 退職手当 退職手当に関する諸調査・報告書綴 5

人件費管理 退職手当 退職手当に関する綴（非常勤） 5

人件費管理 退職手当 退職手当発令に関する綴 10

人件費管理 退職手当 退職手当支給等に関する証明書綴 5

人件費管理 財形貯蓄 財形貯蓄申込・変更・解約等及び財形貯蓄関係文書綴 5

人件費管理 財形貯蓄 財産形成貯蓄記録簿 5

人件費管理 人事評価 人事評価 2

人件費管理 人事評価 職員人事評価制度の見直しに関する検討ＷＧ 2

人件費管理 人事評価 人事評価管理システムの導入について 5

雇用・給与 控除 共済掛金・負担金等振込明細書及び内訳書 5

雇用・給与 社会保険 賞与支払届関係綴 5

雇用・給与 社会保険 算定基礎届関係綴（平成２８年度） 3

雇用・給与
社会保険・雇
用保険

社会保険および雇用保険に関する届出綴 4

雇用・給与 所得税 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書 7

雇用・給与 所得税 年末調整関係 7

雇用・給与 所得税 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 7

雇用・給与 所得税
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申
告書

7

雇用・給与 所得税 市民税・県民税特別徴収税額の通知書（特別徴収義務者用） 7

雇用・給与 所得税 給与所得の源泉徴収票 7

雇用・給与 帳簿・帳票 給与の口座振込申出・変更申出書 5

雇用・給与 帳簿・帳票 基準給与簿 5

雇用・給与 帳簿・帳票 勤務時間報告書 5

雇用・給与 帳簿・帳票 債権発生等通知書 5

雇用・給与 帳簿・帳票 職員別給与簿 5

雇用・給与 定員 定員に関する綴 30

雇用・給与 非常勤職員 高年齢再雇用に関する綴 5

雇用・給与 法令・規則 併任・兼業に関する通牒綴 30

雇用・給与 労働保険 労働保険　概算・増加概算・確定保険料申告書 5

雇用・給与 労働保険 労働保険料申告関係 5

雇用・給与 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ インターンシップ（受入） 3

雇用・給与 その他 住民税 7

雇用・給与 その他 予算執行振替伝票 7

雇用・給与 その他 毎月勤労統計調査に関する綴 5

雇用・給与 その他 住民税 7
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雇用・給与 その他 予算執行振替伝票 7

服務 安全管理 病気療養の報告・事後措置 5

服務 栄典・表彰 叙位叙勲に関する綴 30

服務 栄典・表彰 永年勤続者表彰関係綴 30

服務 栄典・表彰 弘前大学表彰綴 30

服務 確定拠出年金 個人型確定拠出年金に関する綴 永年

服務
勤務時間・休
暇

休暇簿 3

服務
勤務時間・休
暇

出勤簿 3

服務
勤務時間・休
暇

超過勤務申請・命令簿 3

服務
勤務時間・休
暇

人事関係事務処理状況調査 5

服務
勤務時間・休
暇

毎月勤労統計調査に関する綴 10

服務
勤務時間・休
暇

週休日の指定・代休日の指定 3

服務 兼業 兼業 3

服務 健康管理 ストレスチェック制度の導入について 5

服務 研修 研修 10

服務 災害補償 災害補償 3

服務 財形貯蓄 勤労者財産形成促進法に関する綴 5

服務 財形貯蓄 財形貯蓄に係る特定個人情報の取扱いに関する綴 永年

服務 職員団体 職員団体の交渉記録に関する綴 10

服務 職員録 職員録に関する綴 1

服務 人事記録 索引簿 5

服務 人事記録 資格取得等の届出に関する綴 5

服務 人事記録 履歴事項の訂正に関する綴 5

服務 人事記録 人事記録等の移管に関する綴 5

服務 人事評価 人材育成方針等について 5

服務 団体保険 団体生命保険関係綴 4

服務 服務規律 ハラスメント相談に関する綴 10

服務 服務規律
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に関する
綴

5

服務 分限懲戒 職員の分限および懲戒に関する綴 30

服務 身分証明書 身分証明書交付簿 5

服務 名誉教授 名誉教授に関する綴 30

福利厚生 災害補償 遺族補償年金記録簿 10

福利厚生 保育園 青森労働局雇用均等室　助成金関係 5

福利厚生 保育園 ひろだい保育園設置関係書類 5

福利厚生 保育園 弘前大学保育園運営委員会 5
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福利厚生 保育園 ひろだい保育園債権発生通知書 5

福利厚生 保育園 保育園関係通知・調査等 3

福利厚生 保育園 保育園日報 5

福利厚生 保育園 保育園入園審査関係綴 3

福利厚生 保育園 公印使用簿 5

福利厚生 保育園 弘前大学保育園運営業務委託候補者選定に関する綴 5

福利厚生 その他 退職準備説明会綴 3

福利厚生 その他 国立大学法人弘前大学女性職員休養室の設置に関する綴 3

福利厚生 その他 福利厚生スペースに関する綴 3

記録 人事記録 個人ファイル（人事記録付属書類：定員内） 永年

記録 人事記録 個人ファイル（人事記録付属書類：非常勤） 5

記録 人事記録 人事記録（定員内） 永年

記録 人事記録 人事記録（非常勤） 5

記録 人事記録 人事記録に関する通牒綴 30

広報 刊行物 WEBマガジン「HIROMAGA（ヒロマガ）」（保存用） 30年 CD

広報 刊行物 弘前大学概要（保存用） 30年 紙

広報 刊行物 弘前大学学報（保存用） 30年 紙

広報 刊行物 弘前大学要覧（保存用） 30年 紙

広報 刊行物 INFO-HIRO-21発行関係 5年 紙

広報 刊行物 WEBマガジン「HIROMAGA（ヒロマガ）」 5年 紙

広報 刊行物 WEBマガジン「HIROMAGA（ヒロマガ）」（発行関係） 5年 紙

広報 刊行物 往復文書等 5年 紙

広報 刊行物 弘前大学概要発行関係 5年 紙

広報 刊行物 弘前大学レポート発行関係 5年 紙

広報 記者会見 学長定例記者会見 5年 紙

広報 記者発表 記者発表通知等 5年 紙

広報 その他 THE世界大学ランキング関係 5年 紙

広報 その他 朝日新聞教育特別企画「国公立大学進学のすすめ」 5年 紙

広報 その他 徽章・ロゴマーク使用許可関係 5年 紙

広報 その他 キャンパスツアー 5年 紙

広報 その他 広報業務企画競争 5年 紙

広報 その他 国立大学協会広報関係 5年 紙

広報 その他 弘前大学広報事業関係 5年 紙

広報 その他 名義使用に関する綴 5年 紙

広報 その他 徽章・ロゴマーク使用許可関係 5年 紙
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総務部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

広報 その他 太宰治記念津軽賞関係 5年 紙

広報 予算 広報・国際課予算関係 5年 紙

広報 予算 広報・情報戦略課予算関係 5年 紙

広報 予算 総務広報課予算関係 5年 紙

広報 予算 総務広報課予算関係 5年 紙

広報 刊行物 弘前大学メールマガジン発行関係 5年 紙

広報 刊行物 弘前大学学報発行関係 5年 紙

広報 刊行物 弘前大学広報誌「ひろだい」発行関係 5年 紙

広報 その他 弘前大学公式HP改修関係 3年 紙
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