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2000年度 海技大学校 庶務課 規程 達等処理簿（平成13年） 海大事務局総務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 規程 業務方法書 海大管理部庶務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 規程 中期目標 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成13年） 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 規程 達等処理簿（平成14年） 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 扶養手当 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 住居手当 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 通勤手当 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 通勤手当（非常勤） 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 単身赴任手当 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 給与 給与口座振込申出書 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 庶務 職員住民票 海大事務局総務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 会議 理事会議事録 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 人事管理 組織基本台帳（平成13年度） 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成13年度） 海大事務局総務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成14年） 海大事務局総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 庶務課 規程 達等処理簿（平成15年） 海大事務局総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成14年度） 海大事務局総務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成15年） 海大事務局総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 庶務課 規程 達等処理簿（平成16年） 海大事務局総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成15年度） 海大事務局総務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2004年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成16年） 海大事務局総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2004年度 海技大学校 庶務課 規程 達等処理簿（平成17年） 海大事務局総務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2004年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成16年度） 海大事務局総務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成17年） 海大事務局総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事記録 海大事務局総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事記録（非常勤職員） 海大事務局総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 人事管理 併任・兼業・委員の委嘱関係 海大事務局総務課長 未定 終了後3年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 財形貯蓄記録簿 海大事務局総務課長 未定 解約後5年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成17年度） 海大事務局総務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成18年度） 海大管理部庶務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成18年） 海大管理部庶務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成18年度） 海大管理部庶務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成19年度） 海大管理部庶務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成19年） 海大管理部庶務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成19年度） 海大管理部庶務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成20年） 海大管理部庶務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成20年度） 海大管理部庶務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成20年度） 海大管理部庶務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成21年） 海大管理部庶務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成21年度） 海大管理部庶務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成21年度） 海大管理部庶務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成22年） 海大管理部庶務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成22年度） 海大管理部庶務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成22年度） 海大管理部庶務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

独立行政法人海技教育機構　法人文書ファイル管理簿（令和3年度分更新）
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独立行政法人海技教育機構　法人文書ファイル管理簿（令和3年度分更新）

2011年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成23年） 海大管理部庶務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2011年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成23年度） 海大管理部庶務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2011年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成23年度） 海大管理部庶務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成24年） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成24年度) 海大管理部庶務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 人事管理 永年勤続表彰（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 人事管理 退職表彰（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 人事管理 叙位・叙勲（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成24年度） 海大管理部庶務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成25年） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成25年度) 海大管理部庶務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 人事管理 永年勤続表彰（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 人事管理 退職表彰（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 人事管理 叙位・叙勲（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成25年度） 海大管理部庶務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成26年） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成26年度) 海大管理部庶務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 人事管理 永年勤続表彰（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 人事管理 退職表彰（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 人事管理 叙位・叙勲（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成26年度） 海大管理部庶務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成27年） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成27年度) 海大管理部庶務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 人事管理 永年勤続表彰（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 人事管理 退職表彰（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 人事管理 叙位・叙勲（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成27年度） 海大管理部庶務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程集 海大管理部庶務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成28年） 海大管理部庶務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成28年度） 海大管理部庶務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成28年度) 海大管理部庶務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成28年度） 海大管理部庶務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成28年度） 海大管理部庶務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 公印 公印管理簿（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 法人文書ファイル管理簿 海大管理部庶務課長 2018/4/1 常用（無期限） 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 文書受付簿（平成29年） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課2階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 書留簿（平成29年) 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄
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2017年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成29年） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 移管・廃棄簿（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 給与 年末調整関係書類（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 給与 扶養控除等申告書（平成29年） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 給与 保険料兼配偶者特別控除申告書 （平成29年） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 給与 住宅取得等特別控除（平成29年） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 給与 住民税（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 旅行 出張関係書類（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 各種申請（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 防災 防災等（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 入学式（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 卒業式・修了式（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 施設見学 施設見学（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 施設見学 海の月間協賛行事（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成29年度) 海大管理部庶務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 料金後納郵便物差出票（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 文書 郵便受払簿（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 人事管理 定年及び定年退職日通知（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 情報 情報ネットワーク管理委員会議事録（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 日誌 当直日誌（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 人事管理 研修（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 庶務課 人事管理 マイナンバー関係文書（平成29年度） 海大管理部庶務課長 2018/4/1 要件を具備しなくなってから7年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 公印 公印管理簿（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 文書 文書受付簿（平成30年） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課2階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 文書 書留簿（平成30年) 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（平成30年） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 文書 移管・廃棄簿（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 給与 年末調整関係書類（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 給与 扶養控除等申告書（平成30年） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 給与 保険料兼配偶者特別控除申告書 （平成30年） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 給与 住宅取得等特別控除（平成30年） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 給与 住民税（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 名簿(職員) 在校生及び職員連絡先名簿（非常時用）（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 海技丸　雇入・雇止申請（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 防災 防災等（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 入学式（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 卒業式・修了式（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 施設見学 施設見学（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 施設見学 海の月間協賛行事（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（平成30年度) 海大管理部庶務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 文書 料金後納郵便物差出票（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄
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2018年度 海技大学校 庶務課 文書 郵便受払簿（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 人事管理 定年及び定年退職日通知（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 規程 海技教育機構規程の改正等（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 電子 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 情報 情報ネットワーク管理委員会議事録（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 研究 海技大学校研究報告書（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 電子 海技大学校システム 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 日誌 当直日誌（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課1階倉庫 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 人事管理 研修（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 庶務課 人事管理 マイナンバー関係文書（平成30年度） 海大管理部庶務課長 2019/4/1 要件を具備しなくなってから7年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 公印 公印管理簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 文書受付簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 書留簿（令和元年) 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 移管・廃棄簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 通知文書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 案内状（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 調査報告 各種調査報告（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 基準給与簿（写）（令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 支給明細書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 期末勤勉手当関係綴（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 年末調整関係書類（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 扶養控除等申告書（令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 保険料兼配偶者特別控除申告書 （令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 住宅取得等特別控除（令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 住民税（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 旅行 旅行計画書（兼旅行命令簿）・復命書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 名簿(職員) 在校生及び職員連絡先名簿（非常時用）（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 証明 諸証明（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 海技丸　雇入・雇止申請（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 係留施設使用許可申請・岸壁使用料免除申請（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 入学式・卒業式・修了式（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 施設見学 施設見学（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 施設見学 海の月間協賛行事（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 委員会 委員会及び会議構成一覧表（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 会議 その他会議資料（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 料金後納郵便物差出票（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 文書 郵便受払簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 教員選考に関する文書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 身上調書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 定年及び定年退職日通知（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動通知書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動伺（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 宿舎貸与及び退去等に関する文書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 住宅事情調査（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄
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2019年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 財産形成（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 健康診断（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 結核健康診断結果報告（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 給与 職員の給与改定関係（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 組合 職員組合（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 情報 情報ネットワーク管理委員会議事録（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 私事渡航 私事渡航届出書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 庶務 身分証明書関係（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 着任届（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 出勤簿（令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 休暇簿（令和元年） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 勤務時間報告書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 超過勤務等勤務命令簿（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 時間外・休日勤務報告書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 時間外・休日勤務計画書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 日誌 当直日誌（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 日誌 校用車利用票（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 防災 学内総合避難訓練（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 研修（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 庶務課 人事管理 マイナンバー関係文書（令和元年度） 海大管理部庶務課長 2020/4/1 要件を具備しなくなってから7年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 公印 公印管理簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 文書受付簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 書留簿（令和2年) 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 移管・廃棄簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 通知文書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 給与 基準給与簿（写）（令和2年） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 給与 期末・勤勉手当にかかる期間割合算定について（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 旅行 旅行計画書（兼旅行命令簿）・復命書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 旅行 海技丸　旅行命令簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 旅行 委任状（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 名簿(職員) 在校生及び職員連絡先名簿（非常時用）（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 証明 諸証明（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 海技丸　雇入・雇止申請（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 係留施設使用許可申請・岸壁使用料免除申請（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 入学式・卒業式・修了式（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 施設見学 海の月間協賛行事（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 委員会 委員会及び会議構成一覧表（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 料金後納郵便物差出票（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 郵便切手受払簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 教員選考に関する文書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 身上調書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 校長室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動通知書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄
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2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動伺（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 宿舎貸与及び退去等に関する文書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 住宅事情調査（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 健康診断（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 結核健康診断結果報告（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 私事渡航 私事渡航届出書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 庶務 身分証明書関係（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 着任届（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 出勤簿（令和2年） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 休暇簿（令和2年） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 勤務時間報告書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 超過勤務等命令簿（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 時間外・休日勤務計画書・報告書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 外勤簿 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 日誌 当直日誌（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 日誌 校用車利用票（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 防災 学内総合避難訓練（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 受付公文書綴り（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 文書 海技大学校達　規程に一部改正 海大管理部庶務課長 2021/4/1 30年 2051/4/1 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 研修（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 人事管理 マイナンバー関係文書（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 要件を具備しなくなってから7年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 庶務課 新型コロナウイルス 新型コロナウイルス関連（令和2年度） 海大管理部庶務課長 2021/4/1 10年 2026/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 公印 公印管理簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 文書受付簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 書留簿（令和3年) 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 起案簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 移管・廃棄簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 通知文書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 給与 基準給与簿（写）（令和3年） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 給与 期末・勤勉手当にかかる期間割合算定について（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 旅行 旅行計画書（兼旅行命令簿）・復命書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 旅行 海技丸　旅行命令簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 旅行 委任状（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 名簿(職員) 在校生及び職員連絡先名簿（非常時用）（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 証明 諸証明（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 海技丸　雇入・雇止申請（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 申請・届出 係留施設使用許可申請・岸壁使用料免除申請（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 海技丸 海技丸運航報告書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 儀式・典礼 入学式・卒業式・修了式（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 施設見学 海の月間協賛行事（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 会議 幹部会議事録（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 芦屋市 芦屋市（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 委員会 委員会及び会議構成一覧表（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 委員会 倫理委員会（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 委員会 衛生委員会（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 庶務課 文書 料金後納郵便物差出票（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 郵便切手受払簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 教員選考に関する文書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 身上調書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 校長室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動通知書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 人事異動伺（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 宿舎貸与及び退去等に関する文書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 福利厚生 住宅事情調査（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 健康診断（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 安全・衛生（職員） 結核健康診断結果報告（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 私事渡航 私事渡航届出書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 庶務 身分証明書関係（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 着任届（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 出勤簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 勤務時間報告書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 超過勤務等命令簿（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 勤務管理 外勤簿 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 日誌 当直日誌（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 日誌 校用車利用票（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 防災 学内総合避難訓練（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 防災 防災等（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 受付公文書綴り（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 文書 海技大学校達　規程の一部改正 海大管理部庶務課長 2022/4/1 30年 2052/4/1 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 研修（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 人事管理 マイナンバー関係文書（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 要件を具備しなくなってから7年 未定 紙 庶務課室内 海大管理部庶務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 庶務課 新型コロナウイルス 新型コロナウイルス関連（令和3年度） 海大管理部庶務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 電子 サーバー 海大管理部庶務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 予算 予算関係(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 予算 予算関係(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 予算 予算関係(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 予算 予算関係(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 予算 予算関係(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 予算 事業予算執行状況集計表(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 予算 事業予算執行状況集計表(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 予算 事業予算執行状況集計表(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 予算 事業予算執行状況集計表(令和２年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 予算 事業予算執行状況集計表(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2015年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(平成27年度) 海大経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2016年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(平成28年度) 海大経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 証拠書 証拠書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成13年度) 海大事務局会計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2002年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成14年度) 海大事務局会計課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄



取得年度 大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成時における
文書管理者

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間の
満了日

媒体の種別 保存場所 文書管理者 保存期間満了
時の措置

備考
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2003年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成15年度) 海大事務局会計課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2004年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成16年度) 海大事務局会計課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2005年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成17年度) 海大事務局会計課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2006年度 海技大学校 経理課 決算 財務諸表(平成18年度) 海大事務局会計課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成13年度) 海大事務局会計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2002年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成14年度) 海大事務局会計課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2003年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成15年度) 海大事務局会計課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2004年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成16年度) 海大事務局会計課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2005年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成17年度) 海大事務局会計課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2006年度 海技大学校 経理課 決算 決算報告書(平成18年度) 海大事務局会計課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 決算 決算関係書類(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 決算 決算関係書類(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 決算 決算関係書類(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 決算 決算関係書類(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 決算 決算関係書類(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 債権 債権管理簿(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 債権 債権管理簿(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 債権 債権管理簿(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 債権 債権管理簿(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 債権 債権管理簿(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 債権 債権発生（異動）通知書(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 債権 債権発生（異動）通知書(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 債権 債権発生（異動）通知書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 債権 債権発生（異動）通知書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 債権 債権発生（異動）通知書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 請求 請求(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 請求 請求(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 請求 請求(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 請求 請求(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 請求 請求(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 請求 請求（受託）(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 請求 請求（受託）(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 請求 請求（受託）(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 請求 請求（受託）(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 請求 請求（受託）(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 請求 請求（運航実務）（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 請求 請求（運航実務）（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 請求 請求（運航実務）(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 請求 請求（運航実務）(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 請求 請求（運航実務）(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 公印 公印作成承認願 海大事務局会計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 公印 公印作成届 海大事務局会計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2006年度 海技大学校 経理課 公印 金融機関との取引に用いる印鑑の届出 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2007年度 海技大学校 経理課 公印 公印の印影印刷について 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2000年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成13年) 海大事務局会計課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄
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2001年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成13年度) 海大事務局会計課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2002年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成14年度) 海大事務局会計課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2003年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成15年度) 海大事務局会計課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2004年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成16年度) 海大事務局会計課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2005年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成17年度) 海大事務局会計課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2006年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成18年度) 海大経理課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2007年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成19年度) 海大経理課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2008年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成20年度) 海大経理課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2009年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成21年度) 海大経理課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2010年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成22年度) 海大経理課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2011年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成23年度) 海大経理課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2012年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成24年度) 海大経理課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2013年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成25年度) 海大経理課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2014年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成26年度) 海大経理課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2015年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成27年度) 海大経理課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2016年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成28年度) 海大経理課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 文書 起案簿(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 契約 契約台帳(平成29年度)　 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 契約 契約台帳(平成30年度)　 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 契約 契約台帳(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 契約 契約台帳(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 契約 契約台帳(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 契約 受託業務（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 契約 受託業務（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 契約 受託業務(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 契約 受託業務(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 契約 受託業務(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2006年度 海技大学校 経理課 契約 運動施設無償貸借契約書 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2010年度 海技大学校 経理課 契約 給食業務委託契約書 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 契約 体育施設利用に関する覚書 海大事務局会計課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 届出・申請 資産関係申請（取得除却等）(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 届出・申請 資産関係申請（取得除却等）(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 届出・申請 資産関係申請（取得除却等）(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2010年度 海技大学校 経理課 届出・申請 港湾施設専（占）用使用許可申請 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 届出・申請 ばい煙発生施設届出書 海大事務局会計課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 届出・申請 ボイラー設置届 海大事務局会計課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 届出・申請 主任技術者不選任承認申請書 海大事務局会計課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2009年度 海技大学校 経理課 届出・申請 道路占用継続許可書 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2010年度 海技大学校 経理課 出納 銀行郵便局取引 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 出納 現金等出納帳(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 出納 現金等出納帳(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄



取得年度 大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成時における
文書管理者

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間の
満了日

媒体の種別 保存場所 文書管理者 保存期間満了
時の措置

備考

独立行政法人海技教育機構　法人文書ファイル管理簿（令和3年度分更新）

2019年度 海技大学校 経理課 出納 現金等出納帳(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 出納 現金等出納帳(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 現金等出納帳(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 出納 領収証書（控）(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 出納 領収証書（控）(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 出納 領収証書（控）(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 出納 領収証書（控）(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 領収証書（控）(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2001年度 海技大学校 経理課 出納 公共料金等の預金口座振替 海大事務局会計課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 振込明細一覧表(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 出納 入出金明細照会（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 出納 入出金明細照会（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 出納 入出金明細照会(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 出納 入出金明細照会(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 入出金明細照会(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 出納 振込業務（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 出納 振込業務（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 出納 振込業務(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 出納 振込業務(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 振込業務(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2015年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票（平成27年度） 海大経理課長 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2016年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票（平成28年度） 海大経理課長 2017/4/1 7年 2024/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 7年 2026/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 7年 2028/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 出納 振替伝票(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 7年 2029/3/31 紙 経理課倉庫 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産台帳(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産台帳(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産台帳(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産台帳(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産台帳(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2010年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産使用許可 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産貸付許可(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産貸付許可(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産貸付許可(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産貸付許可(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 固定資産 固定資産貸付許可(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 官公需(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 グリーン購入法(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 調査報告 減損会計報告(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 調査報告 減損会計報告(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 減損会計報告(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 減損会計報告(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 減損会計報告(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 温暖化ガス排出抑制措置結果報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 テレビ設置状況調査(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 特殊建築物等の定期報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄 3年毎

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 ばい煙排出量実績調査表(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 ばい煙排出量実績調査表(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 ばい煙排出量実績調査表(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2016年度 海技大学校 経理課 調査報告 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2016年度 海技大学校 経理課 調査報告 特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書 海大経理課長 未定 効力喪失後5年 未定 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 調査報告 電気設備日常点検報告書(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 調査報告 電気設備日常点検報告書(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 電気設備日常点検報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 電気設備日常点検報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 電気設備日常点検報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 非常用自家発電設備点検整備結果報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 非常用自家発電設備点検整備結果報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 非常用自家発電設備点検整備結果報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 消防設備等点検結果報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 地下タンク貯蔵所定期点検記録表(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 地下タンク及び埋設配管毎週点検記録表(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 地下タンク及び埋設配管毎週点検記録表(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 調査報告 貯水槽清掃報告書(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 調査報告 貯水槽清掃報告書(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 貯水槽清掃報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 貯水槽清掃報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 貯水槽清掃報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 調査報告 簡易専用水道等定期検査報告書(平成29年度) 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 調査報告 簡易専用水道等定期検査報告書(平成30年度) 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 簡易専用水道等定期検査報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 簡易専用水道等定期検査報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 簡易専用水道等定期検査報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2017年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラ水質検査報告書（平成29年度） 海大経理課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2018年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラ水質検査報告書（平成30年度） 海大経理課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラ水質検査報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラ水質検査報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラ水質検査報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 エレベーター保守点検報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 エレベーター保守点検報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 エレベーター保守点検報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 第一種圧力容器性能検査結果報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 第一種圧力容器性能検査結果報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 第一種圧力容器性能検査結果報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラー性能検査結果報告書(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラー性能検査結果報告書(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 調査報告 ボイラー性能検査結果報告書(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 施設管理 ボイラ運転日誌(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄
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2020年度 海技大学校 経理課 施設管理 ボイラ運転日誌(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 施設管理 ボイラ運転日誌(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2019年度 海技大学校 経理課 自動車管理 貨物自動車利用票(令和元年度) 海大経理課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2020年度 海技大学校 経理課 自動車管理 貨物自動車利用票(令和2年度) 海大経理課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

2021年度 海技大学校 経理課 自動車管理 貨物自動車利用票(令和3年度) 海大経理課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 経理課事務室 海大管理部経理課長 廃棄

1945年度 海技大学校 教務課 名簿 索引簿 海大学生部教務課長 1946/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1945年度 海技大学校 教務課 学籍 学籍簿 海大学生部教務課長 1946/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1945年度 海技大学校 教務課 学籍 学籍簿・修了証書発行原簿 海大学生部教務課長 1946/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1945年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業証書発行原簿 海大学生部教務課長 1946/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1945年度 海技大学校 教務課 学籍 修了証書発行原簿 海大学生部教務課長 1946/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1952年度 海技大学校 教務課 図書台帳 図書台帳 海大図書館長 1953/4/1 無期限 未定 紙 教務課図書室 海大学務部教務課長 廃棄

1971年度 海技大学校 教務課 講義要目 講義要目（昭和46年度～平成12年度） 海大学生部教務課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1972年度 海技大学校 教務課 発行簿 修了証明書発行簿（養成施設） 海大学生部教務課長 1973/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1981年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和55年度） 海大児島分校教務課長 1982/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1981年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和55年度） 海大児島分校教務課長 1982/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1982年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和56年度） 海大児島分校教務課長 1983/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1982年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和56年度） 海大児島分校教務課長 1983/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1983年度 海技大学校 教務課 発行簿 免許講習修了証明書発行簿 海大学生部教務課長 1984/4/1 無期限 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

1983年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和57年度） 海大児島分校教務課長 1984/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1983年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和57年度） 海大児島分校教務課長 1984/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1984年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和58年度） 海大児島分校教務課長 1985/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1984年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和58年度） 海大児島分校教務課長 1985/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1985年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和59年度） 海大児島分校教務課長 1986/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1985年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和59年度） 海大児島分校教務課長 1986/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1986年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和60年度） 海大児島分校教務課長 1987/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1986年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和60年度） 海大児島分校教務課長 1987/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1987年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和61年度） 海大児島分校教務課長 1988/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1987年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和61年度） 海大児島分校教務課長 1988/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1988年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和62年度） 海大児島分校教務課長 1989/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1988年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和62年度） 海大児島分校教務課長 1989/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1989年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和63年度） 海大児島分校教務課長 1990/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1989年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（昭和63年度） 海大児島分校教務課長 1990/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1990年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成2年度） 海大児島分校教務課長 1991/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1990年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成2年度） 海大児島分校教務課長 1991/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1991年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成3年度） 海大児島分校教務課長 1992/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1991年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成3年度） 海大児島分校教務課長 1992/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1992年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成4年度） 海大児島分校教務課長 1993/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1992年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成4年度） 海大児島分校教務課長 1993/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1993年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成5年度） 海大児島分校教務課長 1994/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1993年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成5年度） 海大児島分校教務課長 1994/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1993年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成5年度） 海大児島分校教務課長 1994/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1994年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成6年度） 海大児島分校教務課長 1995/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1994年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成6年度） 海大児島分校教務課長 1995/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1995年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成7年度） 海大児島分校教務課長 1996/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1995年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成7年度） 海大児島分校教務課長 1996/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄
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1995年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成7年度） 海大児島分校教務課長 1996/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1996年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成8年度） 海大児島分校教務課長 1997/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1996年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成8年度） 海大児島分校教務課長 1997/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1996年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成8年度） 海大児島分校教務課長 1997/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1997年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成9年度） 海大児島分校教務課長 1998/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1997年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成9年度） 海大児島分校教務課長 1998/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1997年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成9年度） 海大児島分校教務課長 1998/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1998年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成10年度） 海大児島分校教務課長 1999/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1998年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成10年度） 海大児島分校教務課長 1999/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1998年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成10年度） 海大児島分校教務課長 1999/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1999年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成11年度） 海大児島分校教務課長 2000/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1999年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成11年度） 海大児島分校教務課長 2000/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

1999年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成11年度） 海大児島分校教務課長 2000/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2000年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成12年度） 海大児島分校教務課長 2001/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2000年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成12年度） 海大児島分校教務課長 2001/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2000年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成12年度） 海大児島分校教務課長 2001/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 名簿 委託研修受講者名簿・修了証書発行原簿 海大学生部教務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 学籍 委託・シミュレータ課程集計表 海大学生部教務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 養成施設 船舶職員養成施設指定申請書 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 養成施設 船舶職員養成施設に係る事項の変更通知 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 養成施設 船舶職員養成施設・免許講習実施状況報告書 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 免許講習 免許講習指定申請書 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 免許講習 免許講習に係る事項の変更通知 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成13年度） 海大学生部教務課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 講義要目 講義要目　平成13年度～ 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後30年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成13年度） 海大図書館長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 教務課図書室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成13年度） 海大通信教育部指導課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 学籍 入学者名簿（帳簿） 海大通信教育部指導課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 学籍 会社別名簿（帳簿） 海大通信教育部指導課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 学籍 あいうえお順名簿（帳簿） 海大通信教育部指導課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 定員 科別学生定員関係 海大通信教育部指導課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 編集発行 通信教育要覧関係 海大通信教育部通信生課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 学内会議 通信教育委員会 海大通信教育部通信生課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 海技大学校 教務課 統計 各種資料台帳 海大通信教育部通信生課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成13年度） 海大児島分校教務課長 2002/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成13年度） 海大児島分校教務課長 2002/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成13年度） 海大児島分校教務課長 2002/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2001年度 児島分校 教務課 学籍簿 限定救命艇手学籍簿・修了証書発行簿（平成13年度） 海大児島分校教務課長 2002/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成14年度） 海大学生部教務課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成14年度） 海大図書館長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 教務課図書室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成14年度） 海大通信教育部指導課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成14年度） 海大児島分校教務課長 2003/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成14年度） 海大児島分校教務課長 2003/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成14年度） 海大児島分校教務課長 2003/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2002年度 児島分校 教務課 学籍簿 限定救命艇手学籍簿・修了証書発行簿（平成14年度） 海大児島分校教務課長 2003/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄



取得年度 大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成時における
文書管理者

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間の
満了日

媒体の種別 保存場所 文書管理者 保存期間満了
時の措置

備考

独立行政法人海技教育機構　法人文書ファイル管理簿（令和3年度分更新）

2003年度 海技大学校 教務課 発行簿 船舶保安管理者講習修了証発行簿（SSO)　平成15年度～ 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 教務課 発行簿 船舶保安統括者講習修了証発行簿（CSO)　平成15年度～ 海大学生部教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成15年度） 海大学生部教務課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成15年度） 海大図書館長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 教務課図書室 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成15年度） 海大通信教育部指導課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 児島分校 教務課 学籍簿 五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成15年度） 海大児島分校教務課長 2004/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成15年度） 海大児島分校教務課長 2004/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成15年度） 海大児島分校教務課長 2004/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2003年度 児島分校 教務課 学籍簿 限定救命艇手学籍簿・修了証書発行簿（平成15年度） 海大児島分校教務課長 2004/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成16年度） 海大学生部教務課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成16年度） 海大学務部通信教育課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 児島分校 教務課 学籍簿 四・五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成16年度） 海大児島分校教務課長 2005/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成16年度） 海大児島分校教務課長 2005/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成16年度） 海大児島分校教務課長 2005/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2004年度 児島分校 教務課 学籍簿 限定救命艇手学籍簿・修了証書発行簿（平成16年度） 海大児島分校教務課長 2005/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 教務課 発行簿 認定操船シミュレータ課程修了証明書発行簿（PEC)　平成17年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成17年度） 海大学生部教務課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成17年度） 海大学務部通信教育課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 児島分校 教務課 学籍簿 四・五級海技士課程学籍簿・修了証書発行簿（平成17年度） 海大児島分校教務課長 2006/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 児島分校 教務課 学籍簿 船舶基礎講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成17年度） 海大児島分校教務課長 2006/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 児島分校 教務課 学籍簿 技能講習課程学籍簿・修了証書発行簿（平成17年度） 海大児島分校教務課長 2006/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2005年度 児島分校 教務課 学籍簿 限定救命艇手学籍簿・修了証書発行簿（平成17年度） 海大児島分校教務課長 2006/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 教務課 諸願・届 選択科目申請書等綴　平成18年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成18年度） 海大教務課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2006年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成18年度） 海大通信教育課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2006年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技士コース学籍簿・修了証書発行簿（平成18年度） 海大児島分校教務課長 2007/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2006年度 児島分校 教務課 学籍簿 運航実務コース学籍簿・修了証書発行簿（平成18年度） 海大児島分校教務課長 2007/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 養成施設 無線従事者養成課程（１海特短期）関係　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 養成施設 無線従事者養成課程（１海特長期）関係　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 養成施設 無線従事者養成課程（２海特）関係　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 養成施設 無線従事者養成課程（新規訓練）関係　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 学生募集 早わかり一覧表　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 入学試験 入学試験問題　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後10年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 入学 外航基幹職員養成コース受講申込書　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 発行簿 危険物等取扱責任者講習発行簿　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 発行簿 乗船実習証明書発行簿　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（19年度） 海大教務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 諸願・届 退学願・休学願・復学願　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 諸願・届 住所変更届　氏名変更届　本籍地変更届 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成19年度） 海大教務課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 学暦 学暦予定表　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 統計・資料 国際協力コース中級（シニア）実施要領　平成19年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後10年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成19年度） 海大通信教育課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技士コース学籍簿・修了証書発行簿（平成19年度） 海大児島分校教務課長 2008/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2007年度 児島分校 教務課 学籍簿 運航実務コース学籍簿・修了証書発行簿（平成19年度） 海大児島分校教務課長 2008/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄
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2008年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（20年度） 海大教務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 教務課 諸願・届 欠席届　平成20年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後1年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成20年度） 海大教務課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2008年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成20年度） 海大通信教育課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2008年度 児島分校 教務課 学籍簿 海技士コース学籍簿・修了証書発行簿（平成20年度） 海大児島分校教務課長 2009/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2008年度 児島分校 教務課 学籍簿 運航実務コース学籍簿・修了証書発行簿（平成20年度） 海大児島分校教務課長 2009/4/1 無期限 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 学生募集 学生募集決裁綴　平成21年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（21年度） 海大教務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 諸願・届 入学辞退願綴 海大教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成21年度） 海大教務課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 統計・資料 教育規程137条報告　平成21年度～ 海大教務課長 未定 要件喪失後10年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2009年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成21年度） 海大教務課長(通信教育) 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 教務課 免許講習 免許講習受講申込書綴　平成22年度～ 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後5年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（22年度） 海大学務部教務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成22年度） 海大学務部教務課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2010年度 海技大学校 教務課 統計・資料 学生数状況報告　平成22年度～ 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後10年 未定 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2011年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（23年度） 海大学務部教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2011年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成23年度） 海大学務部教務課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成24年度） 海大学務部教務課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2012年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成24年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成25年度） 海大学務部教務課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成25年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2013年度 海技大学校 教務課 養成施設 ECDIS講習登録関係綴　平成25年度～ 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成26年度） 海大学務部教務課長 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2014年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成26年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2015/4/1 10年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄
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2015年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成27年度） 海大学務部教務課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2015年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成27年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 発行簿 運航実務コース（28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成28年度） 海大学務部教務課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2016年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成28年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 服務 非常勤講師一覧表（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 海技士コース学生名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 海上技術コース学生名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 特別課程学生名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業者名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 修了者名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 受験者名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠表及び授業実施状況表（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業判定資料（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 名簿 修了判定資料（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 入学 海技士コース入学願書（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 入学 海上技術コース入学願書（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 入学 入学承諾書（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 発行簿 証明書発行簿（卒業・見込・成績）（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 文書管理 文書受付簿（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 統計・資料 通信報告課題集　海上技術コース専攻　（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 統計・資料 特別課程業務委託関係綴（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 統計・資料 各委員会会議資料（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学内会議 教授会議事録（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生（異動）通知書（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 写真 学生写真（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学内会議 図書委員会（平成29年度） 海大学務部教務課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生通知（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業判定関係（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業者名簿（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄
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2017年度 海技大学校 教務課 学籍 退学届（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学籍 除籍通知関係（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠簿（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 教科課程 面接授業時間割（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 教務課 募集 学生募集関係（平成29年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 服務 非常勤講師一覧表（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 海技士コース学生名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 海上技術コース学生名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 特別課程学生名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業者名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 修了者名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 受験者名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠表及び授業実施状況表（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 入学試験 合格者名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 4年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業判定資料（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 名簿 修了判定資料（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 入学 海技士コース入学願書（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 入学 海上技術コース入学願書（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 入学 入学承諾書（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 発行簿 証明書発行簿（卒業・見込・成績）（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 文書管理 文書受付簿（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 統計・資料 通信報告課題集　海上技術コース専攻　（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 統計・資料 特別課程業務委託関係綴（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 統計・資料 各委員会会議資料（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学内会議 教授会議事録（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生（異動）通知書（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 写真 学生写真（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学内会議 図書委員会（平成30年度） 海大学務部教務課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生通知（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業判定関係（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業者名簿（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 退学届（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 除籍通知関係（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠簿（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 教科課程 面接授業時間割（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2018年度 海技大学校 教務課 募集 学生募集関係（平成30年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 服務 非常勤講師一覧表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄
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2019年度 海技大学校 教務課 名簿 海技士コース学生名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 海上技術コース学生名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 特別課程学生名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 修了者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 受験者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 学生証発行簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠表及び授業実施状況表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学試験 合格者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 4年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学試験 入学試験時間割表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業判定資料（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 名簿 修了判定資料（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学 海技士コース入学願書（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学 海上技術コース入学願書（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 入学 入学承諾書（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 発行簿 証明書発行簿（卒業・見込・成績）（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸願・届 公欠願（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再履修願（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸願・届 追試験願（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再試験願（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 文書管理 文書受付簿（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学暦 時間割表（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 乗船修学 航海訓練部関係（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 統計・資料 通信報告課題集　海上技術コース専攻　（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 統計・資料 特別課程業務委託関係綴（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 統計・資料 各委員会会議資料（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学内会議 教授会議事録（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生（異動）通知書（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 写真 学生写真（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了判定（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了報告（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学内会議 図書委員会（令和元年度） 海大学務部教務課長 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生通知（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業判定関係（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 現在員表（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 退学届（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 除籍通知関係（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠簿（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄
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2019年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 教科課程 面接授業時間割（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 教科課程 出講日調査（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 教科課程 非常勤勤務時間報告書（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 募集 学生募集関係（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 5年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸証明 学生証（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸証明 卒業証明書（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 諸証明 証明書発行簿（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 編集発行 通信教育教科書受払簿（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 編集発行 海技通信関係（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 面接授業 面接授業受講届（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2019年度 海技大学校 教務課 面接授業 スクーリング参加者名簿（令和元年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 服務 非常勤講師一覧表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 海技士コース学生名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 海上技術コース学生名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 特別課程学生名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 修了者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 受験者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 学生証発行簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠表及び授業実施状況表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学試験 合格者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 4年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学試験 入学試験時間割表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業判定資料（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 名簿 修了判定資料（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学 海技士コース入学願書（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学 海上技術コース入学願書（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 入学 入学承諾書（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 発行簿 証明書発行簿（卒業・見込・成績）（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸願・届 公欠願（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再履修願（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸願・届 追試験願（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再試験願（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 文書管理 文書受付簿（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学暦 時間割表（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 乗船修学 航海訓練部関係（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 統計・資料 通信報告課題集　海上技術コース専攻（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 統計・資料 特別課程業務委託関係綴（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 統計・資料 各委員会会議資料（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄
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2020年度 海技大学校 教務課 学内会議 教授会議事録（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生（異動）通知書（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 写真 学生写真（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了判定（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了報告（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学内会議 図書委員会（令和２年度） 海大学務部教務課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生通知（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業判定関係（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 現在員表（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 退学届（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 除籍通知関係（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠簿（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 教科課程 面接授業時間割（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 教科課程 出講日調査（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 教科課程 非常勤勤務時間報告書（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 募集 学生募集関係（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸証明 学生証（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸証明 卒業証明書（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 諸証明 証明書発行簿（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 編集発行 通信教育教科書受払簿（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 編集発行 海技通信関係（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 面接授業 面接授業受講届（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2020年度 海技大学校 教務課 面接授業 スクーリング参加者名簿（令和２年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 服務 非常勤講師一覧表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 海技士コース学生名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 海上技術コース学生名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 特別課程学生名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 修了者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 受験者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 学生証発行簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠表及び授業実施状況表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 養成施設 修了試験問題（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学試験 入試判定資料・成績表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学試験 合格者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 4年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学試験 入学試験時間割表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 成績考査 卒業・修了試験成績表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 成績考査 成績表（中間試験等）（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 卒業判定資料（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 名簿 修了判定資料（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学 海技士コース入学願書（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学 海上技術コース入学願書（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 入学 入学承諾書（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 教務課 発行簿 証明書発行簿（卒業・見込・成績）（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸願・届 公欠願（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再履修願（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸願・届 追試験願（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸願・届 再試験願（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 文書管理 起案簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 文書管理 文書受付簿（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学暦 時間割表（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 乗船修学 航海訓練部関係（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 乗船修学 社船実習関係（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 統計・資料 通信報告課題集　海上技術コース専攻（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 統計・資料 特別課程業務委託関係綴（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 統計・資料 各委員会会議資料（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 統計・資料 優等生等表彰資料（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学内会議 教授会議事録（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生（異動）通知書（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 写真 学生写真（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了判定（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 報告 限定救命艇手講習　修了報告（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学内会議 図書委員会（令和３年度） 海大学務部教務課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 教務課室内 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 債権 債権発生通知（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業判定関係（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 卒業者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 現在員表（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 退学届（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 除籍通知関係（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 学籍 出欠簿（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 教科課程 教科課程表（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 教科課程 面接授業時間割（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 教科課程 出講日調査（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸証明 卒業証明書（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 諸証明 証明書発行簿（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 編集発行 通信教育教科書受払簿（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 編集発行 海技通信関係（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 面接授業 面接授業受講届（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2021年度 海技大学校 教務課 面接授業 スクーリング参加者名簿（令和３年度） 海大学務部教務課長(通信教育) 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 事務室 海大学務部教務課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 SSO・CSOコース申込書（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 SSO・CSOコース申込書（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 SSO・CSOコース申込書（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 SSO・CSOコース申込書（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 SSO・CSOコース申込書（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 STCWj条約第６章基本訓練（更新向け、個々の生存技術及び防火と消火）（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 STCWj条約第６章基本訓練（更新向け、個々の生存技術及び防火と消火）（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 STCWj条約第６章基本訓練（更新向け、個々の生存技術及び防火と消火）（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 STCWj条約第６章基本訓練（更新向け、個々の生存技術及び防火と消火）（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 STCWj条約第６章基本訓練（更新向け、個々の生存技術及び防火と消火）（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務、水先等収入報告（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務、水先等収入報告（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務、水先等収入報告（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務、水先等収入報告（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務収入報告（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務収入報告（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務収入報告（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務収入報告（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 運航実務収入報告（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2004年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海外におけるＳＳＯ講習開始に伴う手続き資料(重要） 海大企画運営調整課長 2005/4/1 永久 未定 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海技者のフロン類取り扱い技術者講習（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海技者のフロン類取り扱い技術者講習（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海技者のフロン類取り扱い技術者講習（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海技者のフロン類取り扱い技術者講習（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 海技者のフロン類取り扱い技術者講習（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 会社請求（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 会社請求（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 会社請求（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2012年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 業務実績報告書（平成24年度） 海大企画運営調整課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2013年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 業務実績報告書（平成25年度） 海大企画運営調整課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2014年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 業務実績報告書（平成26年度） 海大企画運営調整課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2015年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 業務実績報告書（平成27年度） 海大企画運営調整課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成29年度12月～3月分） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成29年度4月～7月分） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成29年度8月～11月分） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成30年度12月～3月分） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成30年度4月～7月分） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（平成30年度8月～11月分） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和元年度12月～3月分） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和元年度4月～7月分） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和元年度8月～11月分） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和２年度12月～3月分） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和２年度4月～7月分） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和２年度8月～11月分） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和３年度12月～3月分） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和３年度4月～7月分） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 実務教育・訓練申込書（令和３年度8月～11月分） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（令和2年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 企画運営調整課 統計・資料 授業料収入値（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 諸経費明細表(教科書代)（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2012年度 海技大学校 企画運営調整課 計画 年度計画(平成24年度） 海大企画運営調整課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2013年度 海技大学校 企画運営調整課 計画 年度計画(平成25年度） 海大企画運営調整課長 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2014年度 海技大学校 企画運営調整課 計画 年度計画(平成26年度） 海大企画運営調整課長 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2015年度 海技大学校 企画運営調整課 計画 年度計画(平成27年度） 海大企画運営調整課長 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2016年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（平成28年度） 海大企画運営調整課長 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 年度計画達成状況モニタリング（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2015年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成２７年度起案簿 海大企画運営調整課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2016年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成２８年度起案簿 海大企画運営調整課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成２９年度受付簿 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成２９年度起案簿 海大企画運営調整課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成３０年度受付簿 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 平成３０年度起案簿 海大企画運営調整課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 令和元年度　学生数の状況報告書(運航実務課程・特別課程） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和元年度受付簿 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和元年度起案簿 海大企画運営調整課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 令和２年度　学生数の状況報告書(運航実務課程・特別課程） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和２年度受付簿 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和２年度起案簿 海大企画運営調整課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 報告 令和３年度　学生数の状況報告書(運航実務課程・特別課程） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 3年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和３年度受付簿 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 文書 令和３年度起案簿 海大企画運営調整課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 水先コース（更新講習）入学願書（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 会議 ユーザーモニター会議資料(29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 会議 ユーザーモニター会議資料(30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 会議 ユーザーモニター会議資料(元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 会議 ユーザーモニター会議資料(２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 会議 ユーザーモニター会議資料(３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 企画運営調整課 名簿 運航実務・SSO名簿（平成29年度） 海大企画運営調整課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2018年度 海技大学校 企画運営調整課 名簿 運航実務・水先（限定解除・更新）・SSO名簿（平成30年度） 海大企画運営調整課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 名簿 運航実務・水先（限定解除・更新）・SSO名簿（令和元年度） 海大企画運営調整課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 名簿 運航実務・水先（限定解除・更新）・SSO名簿（令和２年度） 海大企画運営調整課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 名簿 運航実務・水先（限定解除・更新）・SSO名簿（令和３年度） 海大企画運営調整課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 電子 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2012年度 海技大学校 企画運営調整課 入学 平成24年度　諸外国ＳＳＯ講習に伴う要望書 海大企画運営調整課長 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2019年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 令和元年度 船舶保安管理者講習等の実施に伴う所要経費他 海大企画運営調整課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2020年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 令和２年度 船舶保安管理者講習等の実施に伴う所要経費他 海大企画運営調整課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 請求 令和３年度 船舶保安管理者講習等の実施に伴う所要経費他 海大企画運営調整課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2021年度 海技大学校 企画運営調整課 職務 令和３年度職務分掌 海大企画運営調整課長 2022/4/1 1年 2023/3/31 紙 企画運営調整課室内 企画運営調整課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 MTCガイド（平成29年度） 海大学生部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 MTCガイド（平成30年度） 海大学生部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄
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2019年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 MTCガイド（令和元年度） 海大学生部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 MTCガイド（令和2年度） 海大学生部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 MTCガイド（令和3年度） 海大学生部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 入学 オリエンテーション予定表（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 入学 オリエンテーション予定表（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 入学 オリエンテーション予定表（令和3年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学外会議 会議に関する文書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学外会議 会議に関する文書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学外会議 会議に関する文書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会名簿（平成29年度） 海大学生部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会名簿（平成30年度） 海大学生部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会名簿（令和元年度） 海大学生部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会名簿（令和2年度） 海大学生部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会名簿（令和3年度） 海大学生部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会役員名簿（平成29年度） 海大学生部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会役員名簿（平成30年度） 海大学生部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会役員名簿（令和元年度） 海大学生部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会役員名簿（令和2年度） 海大学生部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学内活動 学生自治会役員名簿（令和3年度） 海大学生部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 服務 学生当直日誌（平成29年度） 海大学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 服務 学生当直日誌（平成30年度） 海大学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 服務 学生当直日誌（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 服務 学生当直日誌（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 服務 学生当直日誌（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 衛生安全 学生の健康診断（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 衛生安全 学生の健康診断（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 衛生安全 学生の健康診断（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学生ハンドブック（平成29年度） 海大学生部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学生ハンドブック（平成30年度） 海大学生部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学生ハンドブック（令和元年度） 海大学生部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学生ハンドブック（令和2年度） 海大学生部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学生ハンドブック（令和3年度） 海大学生部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学内消火避難訓練（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学内消火避難訓練（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 学内消火避難訓練（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学割 学割発行簿（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学割 学割発行簿（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学割 学割発行簿（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学校行事 学校行事に関する文書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学校行事 学校行事に関する文書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学校行事 学校行事に関する文書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学割 学校指定（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学割 学校指定（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学割 学校指定（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2001年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成13年） 海大学生部学生課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄



取得年度 大分類 中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成時における
文書管理者

保存期間の
起算日

保存期間 保存期間の
満了日

媒体の種別 保存場所 文書管理者 保存期間満了
時の措置

備考
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2002年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成14年） 海大学生部学生課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2003年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成15年） 海大学生部学生課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2004年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成16年） 海大学生部学生課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2005年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成17年） 海大学生部学生課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2006年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成18年） 海大学生部学生課長 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2007年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成19年） 海大学生部学生課長 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2008年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成20年） 海大学生部学生課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2009年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成21年） 海大学生部学生課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2010年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成22年） 海大学務部学生課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2011年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成23年） 海大学務部学生課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2012年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成24年） 海大学務部学生課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2013年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成25年） 海大学務部学生課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2014年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成26年） 海大学務部学生課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2015年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成27年） 海大学務部学生課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2016年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成28年） 海大学務部学生課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成29年） 海大学務部学生課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（平成30年） 海大学務部学生課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（令和元年） 海大学務部学生課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（令和2年） 海大学務部学生課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 文書管理 起案簿（令和3年） 海大学務部学生課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 就職 求人依頼（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 就職 求人依頼（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 就職 求人依頼（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 服務 教員当直日誌（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 服務 教員当直日誌（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 服務 教員当直日誌（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

1992年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成4年度） 海大学生部学生課長 1993/4/1 30年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

1995年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成7年度） 海大学生部学生課長 1996/4/1 30年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

1997年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成9年度） 海大学生部学生課長 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

1998年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成10年度） 海大学生部学生課長 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

1999年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成11年度） 海大学生部学生課長 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2000年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成12年度） 海大学生部学生課長 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2001年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成13年度） 海大学生部学生課長 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2002年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成14年度） 海大学生部学生課長 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2003年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成15年度） 海大学生部学生課長 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2004年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成16年度） 海大学生部学生課長 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2005年度 海技大学校 学生課 就職 教員免許（平成17年度） 海大学生部学生課長 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学外活動 クラブ活動（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学外活動 クラブ活動（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学外活動 クラブ活動（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 諸証明 在学証明書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 諸証明 在学証明書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 諸証明 在学証明書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 諸証明 在寮証明書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 諸証明 在寮証明書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 学生課 諸証明 在寮証明書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 債権 債権発生（異動）通知書（平成29年度） 海大学生部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 債権 債権発生（異動）通知書（平成30年度） 海大学生部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 債権 債権発生（異動）通知書（令和元年度） 海大学生部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 債権 債権発生（異動）通知書（令和2年度） 海大学生部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 債権 債権発生（異動）通知書（令和3年度） 海大学生部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学内活動 集会承認（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学内活動 集会承認（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学内活動 集会承認（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 債権 授業料免除（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 債権 授業料免除（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 債権 授業料免除（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 諸経費一覧表（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 諸経費一覧表（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 諸経費一覧表（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2008年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成20年度） 海大学務部学生課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2009年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成21年度） 海大学生部学生課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2010年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成22年度） 海大学務部学生課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2011年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成23年度） 海大学務部学生課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2012年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成24年度） 海大学務部学生課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2013年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成25年度） 海大学務部学生課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2014年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成26年度） 海大学務部学生課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2015年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成27年度） 海大学務部学生課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2016年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成28年度） 海大学務部学生課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成29年度） 海大学務部学生課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(平成30年度） 海大学務部学生課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 入学 身上自署録(令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2008年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成20年度） 海大学務部学生課長 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2009年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成21年度） 海大学生部学生課長 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2010年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成22年度） 海大学務部学生課長 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2011年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成23年度） 海大学務部学生課長 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2012年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成24年度） 海大学務部学生課長 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2013年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成25年度） 海大学務部学生課長 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2014年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成26年度） 海大学務部学生課長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2015年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成27年度） 海大学務部学生課長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2016年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成28年度） 海大学務部学生課長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成29年度） 海大学務部学生課長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（平成30年度） 海大学務部学生課長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 入学 人物調査書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 失業保険 船員保険・失業保険金受給に関する文書（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 失業保険 船員保険・失業保険金受給に関する文書（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄
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2021年度 海技大学校 学生課 失業保険 船員保険・失業保険金受給に関する文書（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 退寮 退寮届（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 退寮 退寮届（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 退寮 退寮届（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・全日本海員組合（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・全日本海員組合（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・全日本海員組合（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・海技教育財団（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・海技教育財団（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 奨学金 奨学金関係・海技教育財団（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 学生課 文書管理 文書受付簿（平成29年度） 海大学務部学生課長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2018年度 海技大学校 学生課 文書管理 文書受付簿（平成30年度） 海大学務部学生課長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2019年度 海技大学校 学生課 文書管理 文書受付簿（令和元年度） 海大学務部学生課長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 文書管理 文書受付簿（令和2年度） 海大学務部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2021年度 海技大学校 学生課 文書管理 文書受付簿（令和3年度） 海大学務部学生課長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 学生課事務室　 海大学務部学生課長 廃棄

2020年度 海技大学校 学生課 学生寮運営 新型コロナウイルス感染症対策について 海大学務部学生課長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 教員当直室 海大学務部学生課長 廃棄

2017年度 海技大学校 水先教育センター 名簿 水先コース学生名簿（平成29年度） 海大水先教育センター長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2018年度 海技大学校 水先教育センター 名簿 水先コース学生名簿（平成30年度） 海大水先教育センター長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2019年度 海技大学校 水先教育センター 名簿 水先コース学生名簿（令和元年度） 海大水先教育センター長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2020年度 海技大学校 水先教育センター 名簿 水先コース学生名簿（令和2年度） 海大水先教育センター長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2021年度 海技大学校 水先教育センター 名簿 水先コース学生名簿（令和3年度） 海大水先教育センター長 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2014年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（平成26年度） 海大水先教育センター長 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2015年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（平成27年度） 海大水先教育センター長 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2016年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（平成28年度） 海大水先教育センター長 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2017年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（平成29年度） 海大水先教育センター長 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2018年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（平成30年度） 海大水先教育センター長 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2019年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（令和元年度） 海大水先教育センター長 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2020年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（令和2年度） 海大水先教育センター長 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2021年度 海技大学校 水先教育センター 文書管理 起案簿（令和3年度） 海大水先教育センター長 2022/4/1 30年 2052/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 登録水先人養成施設申請書 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 登録水先免許更新講習申請書 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 登録水先人養成施設・登録水先免許更新講習変更届 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2017年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 水先コース関係（平成29年度） 海大水先教育センター長 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2018年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 水先コース関係（平成30年度） 海大水先教育センター長 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2019年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 水先コース関係（令和元年度） 海大水先教育センター長 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2020年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 水先コース関係（令和2年度） 海大水先教育センター長 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 協定書（水先コース） 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2008年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 海技振興センターとの支援協定書等綴 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2008年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 水先三級・乗船訓練の協定書 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2009年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 オペレータ業務覚書（タグ乗船関係） 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2010年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 覚書（タグ乗船関係） 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2014年度 海技大学校 水先教育センター 養成施設 協定書（船舶代理店関係） 海大水先教育センター長 未定 要件喪失後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 入学試験 入学試験問題（水先）　平成19年度～ 海大学務部教務課長 未定 要件喪失後10年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2017年度 海技大学校 水先教育センター 入学 水先コース入学願書（平成29年度） 海大水先教育センター長 2022/4/1 養成期間終了後3年 2025/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2018年度 海技大学校 水先教育センター 入学 水先コース入学願書（平成30年度） 海大水先教育センター長 未定 養成期間終了後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄
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2019年度 海技大学校 水先教育センター 入学 水先コース入学願書（令和元年度） 海大水先教育センター長 未定 養成期間終了後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2020年度 海技大学校 水先教育センター 入学 水先コース入学願書（令和2年度） 海大水先教育センター長 未定 養成期間終了後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2021年度 海技大学校 水先教育センター 入学 水先コース入学願書（令和3年度） 海大水先教育センター長 未定 養成期間終了後3年 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2016年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（平成28年度） 海大水先教育センター長 2017/4/1 養成終了後6年 2023/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2017年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（平成29年度） 海大水先教育センター長 2018/4/1 養成終了後6年 2024/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2018年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（平成30年度） 海大水先教育センター長 2019/4/1 養成終了後6年 2025/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2019年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（令和元年度） 海大水先教育センター長 2020/4/1 養成終了後6年 2026/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2020年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（令和2年度） 海大水先教育センター長 2021/4/1 養成終了後6年 2027/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2021年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了認定書（令和3年度） 海大水先教育センター長 2022/4/1 養成終了後6年 2028/3/31 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄

2007年度 海技大学校 水先教育センター 修了 修了証明書発行簿 海大水先教育センター長 2008/4/1 無期限 未定 紙 水先教育センター内 海大水先教育センター長 廃棄


