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1992年度 北海道 予算・経理 平成４年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19930401 30年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1993年度 北海道 予算・経理 平成５年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19940401 30年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1994年度 北海道 事務所管理 平成６年度　事務所移転関連 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19950401 30年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1994年度 北海道 予算・経理 平成６年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19950401 30年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1995年度 北海道 予算・経理 平成７年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19960401 30年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1996年度 北海道 予算・経理 平成８年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19970401 30年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1997年度 北海道 予算・経理 平成９年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19980401 30年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1998年度 北海道 予算・経理 平成１０年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

19990401 30年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

1999年度 北海道 予算・経理 平成１１年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20000401 30年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2000年度 北海道 予算・経理 平成１２年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20010401 30年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2001年度 北海道 予算・経理 平成１３年度　予算　公文書受発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2004年度 北海道 事務所管理 平成１６年度　事務所移転関連 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20050401 30年 20350331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2006年度 北海道 事務所管理 平成１８年度　事務所縮小関連 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20070401 30年 20370331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2006年度 北海道 事務所管理 平成１８年度～平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20070401 35年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2008年度 北海道 事務所管理 平成２０年度　事務所移転関連 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北海道 予算・経理 １０年保存伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北海道 予算・経理 １０年保存伺い・契約書　２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北海道 予算・経理 １０年保存伺い・契約書　３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 北海道 予算・経理 経費支出伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北海道 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北海道 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北海道 予算・経理 経費支出伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北海道 予算・経理 経費支出伺い・借館契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄
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2015年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北海道 事務所管理 伺い・借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北海道 予算・経理 会議費伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北海道 事務所管理 伺い・借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北海道 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 伺い・借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 物品・図書　登録・移管・処分等 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 受発信 公文書　発信１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北海道 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 事務所管理 伺い・借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 受発信 公文書　発信１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北海道 予算・経理 物品・図書　登録・移管・処分等 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 外部委員・外部会議１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄
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2019年度 北海道 事務所管理 外部委員・外部会議２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 国内事務所運営報告書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 出張報告書・面談記録 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 物品・図書　登録・移管・処分等 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 名義貸与（後援・協力・共催等）伺い公文書　発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 事務所管理 役立ち度アンケート 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 受発信 公文書　発信・伺い１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 受発信 公文書　発信・伺い２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書１０ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書４ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書５ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書６ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書７ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書８ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北海道 予算・経理 会計報告書９ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 外部委員・外部会議 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄
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2020年度 北海道 事務所管理 国内事務所運営報告書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 私有車使用申請書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 出張報告書・面談記録 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 物品・図書　登録・移管・処分等 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 名義貸与（後援・協力・共催等）伺い公文書　発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 役立ち度アンケート 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 受発信 公文書　発信１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 受発信 公文書　発信２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 予算・経理 会計報告書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 予算・経理 会計報告書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 予算・経理 会計報告書３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北海道 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 外部委員・外部会議 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 国内事務所運営報告書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 伺い・契約書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 借館契約関係 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄
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2021年度 北海道 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 申請書・取引先マスタ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 物品・図書　登録・移管・処分等 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 名義貸与（後援・協力・共催等）伺い公文書　発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 事務所管理 役立ち度アンケート 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 ジェトロ北海道フェイスブック 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 その他　公文書　受信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 ビジネスサポートサービス　公文書　発信 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 経済産業局・札幌商工会議所・自治体・外国公館
公文書受信

貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 公文書　発信１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 公文書　発信２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 受発信 公文書　発信３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 予算・経理 会計報告書１ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 予算・経理 会計報告書２ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 予算・経理 会計報告書３ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北海道 予算・経理 会計報告書４ 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
海道貿易情報センター
長

廃棄

2003年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2004年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2005年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2006年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2007年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2008年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2009年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2010年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2011年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2012年度 青森 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2012年度 青森 事務所管理 自治体負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2012年度 青森 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2012年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2013年度 青森 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2013年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2013年度 青森 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2013年度 青森 事務所管理 自治体負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2013年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2014年度 青森 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2014年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2014年度 青森 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2014年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2014年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2020年3月31日 
延長年数：25年

2015年度 青森 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2015年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2015年度 青森 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2015年度 青森 事務所管理 事務所管理文書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2015年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2015年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2016年度 青森 事業 青森フェアＩＮ宇和島屋 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20170401 7年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2016年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2016年度 青森 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2016年度 青森 事務所管理 借館関連文書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2016年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事業 青森県戦略関連資料 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 6年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年
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2017年度 青森 事業 青森県貿易関連企業情報・輸出入集計システム 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事業 青森県輸出促進協議会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 6年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2017年度 青森 事務所管理 ＧＤＰＲ（ＥＵ　一般データ保護規則）対応のためのＰ
ＯＡ（委任状）

貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 運営業務報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 会議費支出伺い・会議報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 6年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2017年度 青森 事務所管理 自動車業務使用 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 借館関連文書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 就任委員会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 6年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2017年度 青森 事務所管理 伝票・証憑・会計報告控 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2017年度 青森 受発信 青森県の貿易　新集計システム構築関連資料 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事業 青森県輸出促進協議会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2018年度 青森 事務所管理 運営業務報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 会議費支出伺い・会議報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 自動車業務使用 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 借館契約関連 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 就任委員会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2018年度 青森 事務所管理 伝票・証憑・会計報告控 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 青森 事務所管理 負担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2018年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 開催事業・活動報告 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 受託事業１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 受託事業２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 出張報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 青森県の貿易調査票（回答） 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事業 青森県輸出促進協議会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 運営業務報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 会議費支出伺い・会議報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 自動車業務使用 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 借館契約関連 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 就任委員会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 伝票・証憑・会計報告控 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 分担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2019年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 運営業務報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 開催事業・活動報告 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 受託事業１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 受託事業２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 出張報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事業 青森県の貿易調査票（回答） 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 青森 事務所管理 会議費支出伺い・会議報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 自動車業務使用 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 借館契約関連 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 就任委員会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 伝票・証憑・会計報告控 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 分担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2020年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 ジェトロメンバーズ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 運営業務報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 開催事業・活動報告 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 受託事業１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 受託事業２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 出張報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事業 青森県の貿易調査票（回答） 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 会議費支出伺い・会議報告書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 自動車業務使用 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 借館契約関連 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 受発信文書 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 青森 事務所管理 就任委員会 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 伝票・証憑・会計報告控 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 分担金 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

2021年度 青森 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　青
森貿易情報センター長

廃棄

1970年度 盛岡 予算・経理 昭和４５年度～昭和４９年度　地方自治体分担金 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

19710401 52年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2002年度 盛岡 事業 輸出入実績調査集計システム （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20030401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2003年度 盛岡 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2004年度 盛岡 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2005年度 盛岡 事務所管理 平成１７年度　事務所移転関連文書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20060401 17年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2005年度 盛岡 事務所管理 平成１７年度　文書決裁管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2006年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2007年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2008年度 盛岡 事務所管理 平成２０年度　文書決裁管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2009年度 盛岡 事務所管理 平成２１年度　文書決裁管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2010年度 盛岡 事務所管理 平成２２年度　文書決裁管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2011年度 盛岡 事務所管理 平成２３年度　文書決裁管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2012年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2012年度 盛岡 事務所管理 契約書（１０年） （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2012年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書（１０年） （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2013年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2013年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2013年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2014年度 盛岡 事務所管理 契約書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2014年度 盛岡 事務所管理 契約書　２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2014年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2014年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　４ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2015年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄
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日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿
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2015年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2015年度 盛岡 事務所管理 借館契約締結 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2016年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2016年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2016年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2016年度 盛岡 事務所管理 借館契約締結 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 事業 自治体向け事業報告 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2017年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 事務所管理 借館契約締結 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2017年度 盛岡 受発信 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 事業 事務引継書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 4年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2018年度 盛岡 事業 自治体向け事業報告 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 4年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2018年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 事務所管理 借館契約締結 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2018年度 盛岡 受発信 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事業 顧客満足調査 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事業 事業開催報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事業 事務引継書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事業 自治体向け事業報告 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事業 出張報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書　３ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 借館契約締結 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2019年度 盛岡 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書３ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事業 岩手県貿易等実態調査関連文書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 2年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2020年度 盛岡 事業 顧客満足調査 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事業 事業開催報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事業 出張報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 事務引継書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2020年度 盛岡 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 岩手県貿易等実態調査関連文書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 顧客満足調査 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 事業１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 事業２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 事業開催報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事業 事務引継書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 契約書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書３ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 伺い決裁文書４ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 事務所管理関連文書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 出張報告書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 物品管理関連文書 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１０ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１１ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１３ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１４ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１５ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１６ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１７ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信１８ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信２ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信３ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信４ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信５ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信６ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信７ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信８ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 受発信 公文書受発信９ （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2021年度 盛岡 予算・経理 伝票・証憑（写） （旧）貿易情報センター
盛岡貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岩
手貿易情報センター長

廃棄

2007年度 仙台 事務所管理 平成１９年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2008年度 仙台 事務所管理 平成２０年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2009年度 仙台 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2010年度 仙台 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2011年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2012年度 仙台 事務所管理 契約締結・経費支出伺い文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2012年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2012年度 仙台 予算・経理 受発信文書（予算・経理） 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2012年度 仙台 ビジネス情
報サービス

ビジネスサポートサービス（ミニ調査・ビジネスアポ
イントメント取得）

貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2012年度 仙台 事業 宮城県貿易関係企業名簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2013年度 仙台 ビジネス情
報サービス

ビジネスサポートサービス（ミニ調査・ビジネスアポ
イントメント取得）

貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2013年度 仙台 予算・経理 受発信文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2013年度 仙台 事務所管理 契約締結・経費支出伺い文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2013年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 ビジネス情
報サービス

受発信文書・伺い決裁文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 事業 宮城県貿易関係企業名簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 地域特定業
務

ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 予算・経理 契約締結・経費支出伺い　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2014年度 仙台 予算・経理 契約締結・経費支出伺い　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2015年度 仙台 予算・経理 受発信文書・伺い決裁文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 事業 宮城県貿易関係企業名簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2016年度 仙台 予算・経理 受発信文書・伺い決裁文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 事業 受託 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 予算・経理 受発信文書・伺い決裁文書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2017年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事業 宮城県貿易関係企業名簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事業 受託 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事務所管理 賃貸借契約書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2018年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 事業関連アンケート 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 出張報告書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 受託　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 受託　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事業 受託　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 出張報告書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 出張報告書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 出張報告書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 賃貸借契約書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１０ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１５ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　１６ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 仙台 受発信 受発信文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　５ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　６ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　７ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　８ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書　９ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　５ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2019年度 仙台 予算・経理 経理伝票・証票 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 受託　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 受託　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事業 受託　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 事業関連アンケート 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 出張報告書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 出張報告書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 出張報告書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 仙台 事務所管理 出張報告書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 賃貸借契約書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１０ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　１４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　５ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　６ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　７ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　８ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書　９ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い決裁文書　５ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 予算・経理 ジェトロ主催セミナー・商談会関連文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2020年度 仙台 予算・経理 経理伝票・証票 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事業 事業関連アンケート 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 仙台 事業 受託 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事業 商談会・招聘事業・セミナー関連１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事業 商談会・招聘事業・セミナー関連２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 事務所管理 報告書 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い　１ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い　２ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い　３ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 受発信 受発信文書・伺い　４ 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 予算・経理 一般経費支出、契約締結 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2021年度 仙台 予算・経理 経理証憑 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　仙
台貿易情報センター長

廃棄

2008年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2009年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2009年度 秋田 事務所管理 平成２１年度～　決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2010年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2011年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 伺い　１／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 伺い　２／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 伺い　３／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 秋田 事務所管理 伺い　４／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 伺い　５／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2012年度 秋田 事務所管理 伺い　６／６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2013年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2013年度 秋田 事務所管理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2013年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2014年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2014年度 秋田 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2014年度 秋田 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2014年度 秋田 予算・経理 出張命令伺書兼出張計画書 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2015年度 秋田 事務所管理 看板廃棄契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2015年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2015年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2015年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2016年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2016年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2016年度 秋田 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2016年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿　１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 文書収受簿　１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 事務所管理 文書収受簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2017年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 秋田 事務所管理 産業廃棄物処分契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 文書収受簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 事務所管理 文書収受簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2018年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 産業廃棄物処理契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 文書収受簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 文書収受簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 報告書関連１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 報告書関連２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 報告書関連３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 事務所管理 報告書関連４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2019年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 秋田 事務所管理 文書収受簿１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 文書収受簿２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 報告書関連１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 報告書関連２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 報告書関連３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 事務所管理 報告書関連４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2020年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書５ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書６ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 受発信文書７ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 報告書関連１ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 報告書関連２ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 報告書関連３ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 事務所管理 報告書関連４ 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2021年度 秋田 予算・経理 伺い 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　秋
田貿易情報センター長

廃棄

2002年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄
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2003年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2004年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2005年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2006年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2007年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2008年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2009年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2010年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2011年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山形 事務所管理 契約・伺い 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山形 事務所管理 契約・伺い 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山形 事務所管理 契約・伺い　１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山形 事務所管理 契約・伺い　１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2019年3月31日 
延長年数：7年

2016年度 山形 事務所管理 契約・伺い１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山形 事務所管理 契約・伺い　１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山形 事務所管理 契約・伺い　２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山形 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山形 事務所管理 契約・伺い１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

23/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2018年度 山形 事務所管理 契約・伺い２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山形 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事業 各種事業１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事業 各種事業２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事業 各種事業３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事業 各種事業４ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事業 貿易実態調査回答票 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 業務引継ぎ書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 契約・伺い１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 契約・伺い２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 契約・伺い３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 報告書関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 事務所管理 報告書関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１０ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１４ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１５ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 山形 受発信 受発信文書１６ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書１７ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山形 予算・経理 出張命令伺書及び旅費算出書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事業 アンケート調査回答票 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄 新型コロナ感染症対応

2020年度 山形 事業 各種事業１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事業 各種事業２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事業 貿易実態調査回答票 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 契約・伺い１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 契約・伺い２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 契約・伺い３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 報告書関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 報告書関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 事務所管理 報告書関連文書３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 山形 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山形 予算・経理 出張命令伺書及び旅費算出書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事業 各種事業１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事業 各種事業２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事業 貿易実態調査回答票 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 契約・伺い１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 契約・伺い２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 契約・伺い３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 報告書関連文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 事務所管理 報告書関連文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書１０ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 山形 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山形 予算・経理 出張命令伺書及び旅費算出書 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
形貿易情報センター長

廃棄

2008年度 福島 事務所管理 平成２０年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2009年度 福島 事務所管理 平成２１年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2010年度 福島 事務所管理 平成２２年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福島 事務所管理 契約書・伺い関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福島 事務所管理 契約書・伺い関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福島 事務所管理 契約書・伺い関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福島 事務所管理 契約書・伺い関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事業 地域間交流支援事業（ＲＩＴ）　福島－ドイツ案件（医
療）関連文書

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事業 ジェトロ福島主催事業関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事業 新輸出大国コンソーシアム関連 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事業 地域間交流支援事業　福島ドイツ案件（再エネ分
野）関連文書

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事務所管理 契約書・伺い書関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福島 事業 地域間交流支援事業（ＲＩＴ）　福島－ドイツ案件（再
エネ）関連文書

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福島 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福島 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福島 事務所管理 自治体分担金関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 福島 予算・経理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事業 Ｊヴィレッジを核とした、相双地域・創生インバウンド
事業

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事業 地域間交流支援事業（ＲＩＴ）　福島－タイ案件（医療
福祉機器）関連文書

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事業 地域間交流支援事業（ＲＩＴ）　福島－ドイツ案件（再
エネ）関連文書

貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事務所管理 自治体分担金関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事業 役立ち度調査（アンケート） 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 受発信 外部受信文書１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 受発信 外部受信文書２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 受発信 外部受信文書３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 受発信 外部受信文書４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 予算・経理 経理伝票１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 予算・経理 経理伝票２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 予算・経理 経理伝票３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福島 予算・経理 経理伝票４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事業 役立ち度調査（アンケート） 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 委員委嘱 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 福島 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 自治体分担金関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 物品管理台帳 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 外部受信文書１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 外部受信文書２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 外部受信文書３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 外部受信文書４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 外部発信文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 受発信 内部発信文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 予算・経理 経理伝票１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 予算・経理 経理伝票２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 予算・経理 経理伝票３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 予算・経理 経理伝票４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福島 予算・経理 経理伝票５ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 委員委嘱 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 外部機関等との締結・協定・覚書に関する文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 私有車・レンタカー業務使用許可書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 自治体分担金関連文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 福島 事務所管理 地域団体事業 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 物品管理台帳 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 外部受信文書１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 外部受信文書２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 外部受信文書３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 外部受信文書４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 外部発信文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 受発信 内部発信文書 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 予算・経理 経理伝票１ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 予算・経理 経理伝票２ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 予算・経理 経理伝票３ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 予算・経理 経理伝票４ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福島 予算・経理 経理伝票５ 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 茨城 事務所管理 伺い 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2014年度 茨城 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20150401 8年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2020年3月31日 
延長年数：3年

2014年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2015年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2015年度 茨城 事務所管理 伺い 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2016年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2016年度 茨城 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2016年度 茨城 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2017年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2017年度 茨城 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2017年度 茨城 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2017年度 茨城 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2017年度 茨城 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2018年度 茨城 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2018年度 茨城 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2018年度 茨城 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2018年度 茨城 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 セミナー 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 受発信 文書収受簿１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 受発信 文書収受簿２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2019年度 茨城 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 証憑（コピー） 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2020年度 茨城 事務所管理 報告書・アンケート 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 ウェブサイト、ＳＮＳ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 茨城 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い７ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い８ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 伺い９ 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 収受文書 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 申請書類 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 報告書・アンケート 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 事務所管理 連絡文書 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2021年度 茨城 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　茨
城貿易情報センター長

廃棄

2014年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2014年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2014年度 栃木 予算・経理 伺い（経費支出／収入） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事業 企業情報 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事業 国内事業　文書　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事業 国内事業　文書　２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事業 産業観光関連事業 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事務所管理 会長・所長・担当者会議資料 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

32/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2015年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2015年度 栃木 予算・経理 伺い 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事業 国内事業　文書　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事業 国内事業　文書　２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2016年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事業 国内事業　文書　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 各種申請書・届け出書・許可証　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 事務所管理 備品管理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2017年度 栃木 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事業 受託事業「欧州地域バイヤー招へい事業」伺い　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事業 受託事業「東アジア・アセアン地域バイヤー招へい
事業」伺い　１

貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 事務所管理 備品管理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 栃木 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 国内事業　文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 国内事業　文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書４ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書５ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事業 受託事業　文書６ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 アンケート 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 セミナー開催報告書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 事務所管理 備品管理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 受発信 出張報告書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2019年度 栃木 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事業 ジェトロメンバーズ関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 栃木 事業 国内事業　文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事業 国内事業　文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事業 国内事業　文書３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事業 新輸出大国コンソーシアム事業１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 備品管理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 アンケート 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 セミナー開催報告書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 出張報告書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2020年度 栃木 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書１０ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書４ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書５ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書６ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書７ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書８ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄
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満了時の
措置

備考

2021年度 栃木 事業 国内事業　文書９ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事業 新輸出大国コンソーシアム事業 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 各種申請書・届出書・許可書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 伺い（借館契約関連） 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 備品管理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 アンケート 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 セミナー開催報告書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 月次事業運営報告 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 受信文書 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 出張関連 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2021年度 栃木 予算・経理 予算・経理 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　栃
木貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 会議費 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 伺い管理　２ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 伺い管理１ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 伺い事業 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄
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日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2018年度 群馬 事務所管理 伺い受託 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 事務所管理 法人設立（異動）申告書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2018年度 群馬 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事業 アンケート集計表 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 群馬 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事業 アンケート集計表 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事業 事務所管理関連文書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事業 出張報告書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2020年度 群馬 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 ＳＮＳ（Ｔｗｉｔｔｅｒ） 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

37/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2021年度 群馬 事業 面談報告書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ） 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 ＳＮＳ（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ） 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 ＳＮＳ（ＹｏｕＴｕｂｅ） 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 アンケート集計表 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 海外への依頼（ビジネスサポートサービス・ＢＳＳ／
プラットフォーム・ＰＦ／コーディネーター・ＣＤＲ）

貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 事務所管理関連文書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 出張報告書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事業 申請書類 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 受発信 受信文書 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2021年度 群馬 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　群
馬貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事業 伺い事業１ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事業 伺い事業２ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事業 伺い事業３ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事業 事業アンケート 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 外部イベント関連 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 伺い管理 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 埼玉 事務所管理 賃貸借契約書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 埼玉 事務所管理 法人設立（設置）異動等申告書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20200401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事業 覚書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事業 伺い　事業１ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事業 伺い　事業２ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事業 伺い　事業３ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事業 事業アンケート（商談会事業） 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 伺い　管理 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 物品管理等 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 埼玉 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事業 覚書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事業 伺い事業１ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事業 伺い事業２ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事業 伺い事業３ 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事業 事業アンケート 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事務所管理 伺い管理 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事務所管理 物品管理等 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 受発信 外部受発信文書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 埼玉 受発信 内部受発信文書 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　埼
玉貿易情報センター長

廃棄
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1998年度 千葉 事務所管理 平成１０年度　ジェトロ千葉開所式資料 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

19990401 30年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

1998年度 千葉 事務所管理 平成１０年度　ジェトロ千葉開所式写真 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

19990401 30年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2001年度 千葉 予算・経理 平成１３年度　事務所移転工事計画書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2003年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2004年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2005年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2006年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2007年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2008年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2009年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2010年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2011年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 伺い・契約書　１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業　１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業　２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路拡
大支援事業　１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路拡
大支援事業　２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路拡
大支援事業　３

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路拡
大支援事業　４

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2013年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2013年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2013年度 千葉 事務所管理 千葉県受託事業関連文書　中小企業会議販路拡
大支援事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2013年度 千葉 予算・経理 伺い 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2013年度 千葉 予算・経理 伺い（事業関連） 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2014年度 千葉 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2014年度 千葉 ビジネス情
報サービス

ビジネスサポートサービス関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄
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2014年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2014年度 千葉 地域特定業
務

千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2014年度 千葉 地域特定業
務

千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業　２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事務所管理 契約書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2015年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業　１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事業 ビジネスサポートサービス関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業販路開拓支
援事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2016年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事業 文書収受簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2017年度 千葉 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 伺い２ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2018年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 千葉 事業 文書収受簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 ジェトロ・メンバーズ関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 業務報告書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 伺い２ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 伺い３ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 伺い４ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 事業アンケート 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 出張報告書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 文書収受簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2019年度 千葉 事業 貿易投資相談文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 ジェトロ・メンバーズ関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 業務報告書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 伺い２ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 伺い３ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 伺い４ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

42/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2020年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 文書収受簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 事業 貿易投資相談文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2020年度 千葉 予算・経理 会計報告・伝票・証憑（控え） 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20210401 4年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：3年

2021年度 千葉 事業 ジェトロ・メンバーズ関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 ビジネスサポートサービス関連文書２ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 業務報告書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 決裁文書管理簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 伺い１ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 伺い２ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 伺い３ 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 事務所管理関連文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 出張報告書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　ちば投資サポートセン
ター事業

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業１

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 千葉県受託事業関連文書　中小企業海外販路開
拓支援事業２

貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 文書収受簿 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 事業 貿易投資相談文書 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 受発信 公文書受送信 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2021年度 千葉 予算・経理 会計報告・伝票・証憑（控え） 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　千
葉貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 セミナー実施関連 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 セミナー実施関連２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 セミナー実施関連３ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 外部委員就任等 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 講師派遣 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 関東 事務所管理 講師派遣２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 事務所管理 負担金請求（地域別）・貿情運営 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 地域特定業
務

「アジア大都市ネットワーク」（東京都受託） （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 地域特定業
務

「海外企業誘致セミナー」運営業務（東京都受託） （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 展示事業 展示会ファイル （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2012年度 関東 展示事業 展示会ファイル２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 事務所管理 セミナー実施関連 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 事務所管理 外部委員就任等 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 事務所管理 講師派遣 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 事務所管理 負担金請求（地域別）・貿情運営 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 地域特定業
務

「アジア大都市ネットワーク」運営業務 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 地域特定業
務

「海外企業誘致セミナー」運営業務 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 地域特定業
務

ミッション運営業務関連文書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2013年度 関東 展示事業 展示会ファイル （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 セミナー実施関連 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 その他伺い （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 外部委員就任等 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 講師派遣 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 事務所管理 事務所管理関連文書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 地域特定業
務

「アジア大都市ネットワーク」運営業務 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 地域特定業
務

「アジア特別商談会」運営業務 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 地域特定業
務

ミッション運営業務 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 展示事業 展示会・商談会 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2014年度 関東 予算・経理 負担金請求（地域別）・貿情運営 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事業 アジア特別商談会 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 関東 事業 地域間交流支援（ＲＩＴ）事業関連文書　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事業 展示会・商談会　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事業 東京都受託事業「クアラルンプール見本市」　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事業 東京都受託事業「卸売市場パイロット事業」　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事業 盆栽輸出商談会　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事務所管理 その他伺い （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事務所管理 外部委員就任等　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 事務所管理 講師派遣　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2015年度 関東 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 セミナー実施関連　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 プロモーション事業　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 海外展開支援　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 受託事業「アジア特別商談会」　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 受託事業「クアラルンプール見本市」　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 新輸出大国コンソーシアム　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 中小企業グローバル連携促進事業　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 展示会・商談会　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 展示会・商談会　４ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事業 盆栽輸出商談会　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 その他伺い　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 海外展開支援企業関連　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 海外展開支援企業関連　２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 海外展開支援企業関連　３ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 海外展開支援企業関連　４ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 外部委員就任等　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 事務所管理 講師派遣　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2016年度 関東 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

45/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2017年度 関東 事業 セミナー実施関連１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 セミナー実施関連２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 バイヤー招へい事業１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 バイヤー招へい事業２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 海外展開支援１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 海外展開支援企業関連 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 受託事業「アジア特別商談会」 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 受託事業「クアラルンプール見本市」　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 受託事業「クアラルンプール見本市」　２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 中小企業グローバル連携促進事業　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 展示会・商談会　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事業 展示会・商談会　２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事務所管理 その他伺い （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事務所管理 外部委員就任等　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事務所管理 講師派遣　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 事務所管理 本部・各部への報告１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 受発信 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 受発信 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2017年度 関東 予算・経理 予算関連１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 外部倉庫 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事務所管理 海外展開支援企業関連 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事業 セミナー・展示会等実施１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事業 セミナー・展示会等実施２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事業 外部委員 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事業 受託事業１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事務所管理 その他の伺い （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2018年度 関東 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 関東 予算・経理 予算関連１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事業 海外展開支援事業　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事業 出張報告書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事業 報告書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 海外展開支援企業関連 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 伺い　１ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 伺い　２ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 伺い　３ （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 事務引継書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 事務所管理 人事関連文書 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2019年度 東京 受発信 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
関東貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事業 海外展開支援事業　１ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事業 面談報告書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 海外展開支援企業関連 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 人事関連文書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2020年度 東京 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事業 東京都の金融機関と連携した海外展開支援事業１ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事業 東京都の金融機関と連携した海外展開支援事業２ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事業 面談報告書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 東京 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 人事関連文書１ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 人事関連文書２ 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 受発信 外部発信文書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2021年度 東京 受発信 内部発信文書 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　東
京貿易情報センター長

廃棄

2003年度 横浜 事務所管理 平成１５年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2004年度 横浜 事務所管理 平成１６年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2005年度 横浜 事務所管理 平成１７年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2006年度 横浜 事務所管理 平成１８年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2007年度 横浜 事務所管理 平成１９年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2008年度 横浜 事務所管理 平成２０年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2009年度 横浜 事務所管理 平成２１年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2010年度 横浜 事務所管理 平成２２年度　文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2011年度 横浜 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 伺い（セミナー・ブース出展関連） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 伺い（事業別） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 伺い（出張命令伺書・旅費算出書・会議費支出） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 伺い（物品・事務消耗品・書籍購入） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 伺い（補助金・負担金） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 国内事業 請求伺い 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 国内事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄
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2013年度 横浜 国内事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 国内事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 国内事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 国内事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 国内事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 国内事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 事務所管理 借款契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 横浜 予算・経理 伺い 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 横浜 事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事業 伺い　７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 横浜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事業 伺い　７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 横浜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 契約締結 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 横浜 事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い８ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 伺い９ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 自治体予算・自治体事業報告 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事業 報告書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事務所管理 引継書関連 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 横浜 予算・経理 経理伝票証憑（コピー） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 契約締結 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い１０ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い８ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 伺い９ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事業 自治体予算・自治体事業報告 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄
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備考

2020年度 横浜 事業 報告書関連 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 横浜 予算・経理 経理伝票証憑（コピー） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 伺い８ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事業 自治体予算・自治体事業報告 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事務所管理 契約書 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事務所管理 入居ビル関連 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 外部受発信文書１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 外部受発信文書２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 外部受発信文書３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 外部受発信文書４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書１０ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書１１ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄
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日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿
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措置

備考

2021年度 横浜 受発信 受発信文書１２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書１３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 横浜 予算・経理 経理伝票証憑（コピー） 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　横
浜貿易情報センター長

廃棄

2001年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2002年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2003年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2004年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2005年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2006年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2007年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2008年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2009年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2010年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2011年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 国内事業 バイヤー招聘事業　１／２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 国内事業 バイヤー招聘事業　２／２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 国内事業 貿易実務講座 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い　（出張旅費） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2012年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2013年度 新潟 国内事業 バイヤー招聘事業 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2013年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2013年度 新潟 農林水産・食
品

１県１支援プログラム（地域発イニシアティブ事業） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2013年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2013年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い（出張旅費） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2014年度 新潟 国内事業 事務引継書２００５～ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20150401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2014年度 新潟 事務所管理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2014年度 新潟 事務所管理 経費支出 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2014年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2014年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い（出張旅費） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 事業 対日受託事業 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 受発信 受発信文書　３ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 予算・経理 経費支出　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 予算・経理 経費支出　２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2015年度 新潟 予算・経理 予算要求 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 事業 受託事業　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 事業 受託事業　２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 事業 対日受託事業 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 受発信 受発信文書　２１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 予算・経理 経費支出 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 新潟 予算・経理 経費支出 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2016年度 新潟 予算・経理 負担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 国内外展示会 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 受託事業　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 受託事業　２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 受託事業　３ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 受託事業　４ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 地域貢献プロジェクト 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事業 負担金事業（ＮＩＣＯ） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事務所管理 負担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 受発信 受発信文書　１４ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 受発信 受発信文書　２２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 予算・経理 経理支出１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2017年度 新潟 予算・経理 経理支出２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 インバウンド推進プログラム　ビジネス・インバウン
ド事業

貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 受託事業　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 受託事業　２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 地域間交流支援事業（ＲＩＴ） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 地域貢献プロジェクト 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事業 負担金事業（ＮＩＣＯ） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事務所管理 負担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 新潟 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 受発信 受発信文書　２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 予算・経理 協定書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 予算・経理 経理支出１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2018年度 新潟 予算・経理 経理支出２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 事業 伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 事業 事業関連文書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 事務所管理 分担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 受発信 伺い１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 受発信 伺い２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 予算・経理 協定書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 予算・経理 事業支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2019年度 新潟 予算・経理 出張報告書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 事業 伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 事業 事業関連文書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 事務所管理 分担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 受発信 伺い１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 受発信 伺い２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 新潟 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 予算・経理 協定書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 予算・経理 契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 予算・経理 経理支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 2年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2020年度 新潟 予算・経理 事業支出伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2020年度 新潟 予算・経理 出張報告書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事業 伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 事務所管理 分担金 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 伺い１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 伺い２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 予算・経理 協定書・契約書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 新潟 予算・経理 伺い 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

2021年度 新潟 予算・経理 出張報告書 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　新
潟貿易情報センター長

廃棄

1999年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20000401 30年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2000年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20010401 30年 20310331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2001年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2002年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2003年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2004年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2005年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2006年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2007年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2008年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2009年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2010年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2011年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 富山 事務所管理 発信文書４ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 事務所管理 発信文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 セミナー事業関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 その他の事業関連文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 その他の事業関連文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 高岡デザイン産業支援事業 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 農林水産・食品輸出支援事業 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 富山県ものづくり総合見本市受託事業 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事業 貿易投資相談関連資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 富山 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 受発信 受信文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 予算・経理 会計報告資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 予算・経理 会計報告書コピー 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 富山 予算・経理 伝票・証憑コピー 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 セミナー事業関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 その他の事業関連文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 その他の事業関連文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 農林水産・食品輸出支援事業関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 富山関連情報資料 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事業 貿易投資相談関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 受発信 受信文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 予算・経理 会計報告資料１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 予算・経理 会計報告書コピー 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 富山 予算・経理 伺い 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 富山 事業 セミナー事業関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事業 その他の事業関連文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事業 広報文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事業 富山県ものづくり総合見本市受託事業文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 外部連絡文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 受発信 受信文書 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 予算・経理 会計報告資料１ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 予算・経理 会計報告資料２ 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 予算・経理 会計報告書コピー 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 富山 予算・経理 伝票・証憑コピー 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　富
山貿易情報センター長

廃棄

1997年度 金沢 事務所管理 平成９年度　文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

19980401 30年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

1998年度 金沢 事務所管理 平成１０年度　文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

19990401 30年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

1999年度 金沢 事務所管理 平成１１年度　文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20000401 30年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2000年度 金沢 事務所管理 平成１２年度　文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20010401 30年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2001年度 金沢 事務所管理 平成１３年度　文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2002年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2003年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2003年度 金沢 予算・経理 平成１５年度　地方庁予算関連文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2004年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄
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2005年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2006年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2007年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2008年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2009年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2010年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2011年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2012年度 金沢 事務所管理 契約・伺い・旅費算出書　１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2012年度 金沢 事務所管理 契約・伺い・旅費算出書　２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2012年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2012年度 金沢 予算・経理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2013年度 金沢 事務所管理 契約・伺い・旅費算出書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2013年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2013年度 金沢 予算・経理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 ビジネスサポート（ミニ調査・ビジネスアポイント・ブ
リーフィング）

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 海外コーディネーター　Ｅメール相談案件 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 事務所運営関連文書　１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 事務所運営関連文書　２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2014年度 金沢 事務所管理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 事務所管理 ビジネスサポート（ミニ調査・ビジネスアポイント・ブ
リーフィング）

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 事務所管理 海外コーディネーター　Ｅメール相談案件 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 事務所管理 伺い・加賀市連携協定締結関連 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書・私有車業務利用許可申請 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 予算・経理 会議費支出／会議報告書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2015年度 金沢 予算・経理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 金沢 事務所管理 ビジネスサポート（ミニ調査・ビジネスアポイント・ブ
リーフィング）

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2016年度 金沢 事務所管理 会議費 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2016年度 金沢 事務所管理 海外コーディネーター　Ｅメール相談案件 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2016年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2016年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書・私有車業務利用許可申請 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2016年度 金沢 事務所管理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 ビジネスサポート（ミニ調査・ビジネスアポイント・ブ
リーフィング）

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 会議費 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 海外コーディネーター　Ｅメール相談案件 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書・私有車業務利用許可申請 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 伺い・物品処分申請書・移管届・図書処分申請書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 自治体負担金等申請書・請求書及びその決裁文書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2017年度 金沢 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事業 伺い・物品処分申請書・移管届・図書処分申請書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 会議費 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書・私有車業務利用許可申請
１

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書・私有車業務利用許可申請
２

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 伺い・物品処分申請書・移管届・図書処分申請書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 送受信文書１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2018年度 金沢 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・外部委員就任・外部講師派遣・後援依頼２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事業 セミナー事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事業 商談会事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事業 貿易実務講座事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 会議費支出伺い／会議報告書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・加賀市連携協定締結関連 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・外部委員就任・外部講師派遣・後援依頼１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・契約・旅費算出書２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 伺い・物品処分申請書・移管届・図書処分申請書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2019年度 金沢 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事業 セミナー事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事業 商談会事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事業 貿易実務講座事業関連（アンケート等） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2020年度 金沢 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事業 セミナー事業関連 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事業 商談会事業関連 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事業 貿易実務講座事業関連 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 ビジネスサポート（ミニ調査・ビジネスアポイント・ブ
リーフィング）

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 プラットフォーム・海外コーディネーターＥメール相
談

貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 各種申請書・届出書・月次事業運営報告書（控） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 金沢 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 伺い７ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 私有車業務使用・レンタカー業務使用許可申請書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 送信文書１ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 送信文書２ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 送信文書３ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 送信文書４ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 事務所管理 送信文書５ 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 予算・経理 会計証憑（コピー） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2021年度 金沢 予算・経理 伝票（コピー） 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　金
沢貿易情報センター長

廃棄

2001年度 福井 事務所管理 昭和４５年度～平成１３年度　福井県の貿易委託関
係書類

貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2001年度 福井 事務所管理 平成１１年度～平成１３年度　倫理規程関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2001年度 福井 事務所管理 平成１３年度　契約・協定書類 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2002年度 福井 事務所管理 平成１４年度　倫理規定関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2002年度 福井 事務所管理 平成１４年度～　福井県の貿易委託関係書類 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2003年度 福井 事務所管理 平成１５年度～　契約・協定書類 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2003年度 福井 事務所管理 平成１５年度～　倫理規定関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2007年度 福井 事務所管理 平成１９年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄
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2008年度 福井 事務所管理 平成２０年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2008年度 福井 事務所管理 平成２０年度～　福井県の貿易委託関係書類 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2009年度 福井 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2010年度 福井 事業 アンケート管理データベース 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20110401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2010年度 福井 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2011年度 福井 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福井 予算・経理 経費支出伺い（事務諸費関連） 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福井 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福井 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福井 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福井 事業 伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福井 事業 福井県の貿易受託調査事業関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福井 予算・経理 伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福井 事業 ジェトロ福井ＦａｃｅＢｏｏｋ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20170401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福井 事業 企業ＤＢ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20170401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福井 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福井 事業 伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 事業関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 事業関連文書　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 事業関連文書　３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 事業関連文書　４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 事業関連文書　５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 福井 事業 受託調査事業関連　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事業 受託調査事業関連　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福井 予算・経理 経費支出伺い（事務諸費関連） 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 事業 事業関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 事業 受託事業関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 事業 受託事業関連文書　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 受発信 総務部関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福井 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 ビジネスサポートサービス業務関連　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 ビジネスサポートサービス業務関連　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 事業関連文書　８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　１０ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　１１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 受託事業関連文書　９ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事業 出張報告書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 受発信 県・市・会議所関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 受発信 総務部関連文書　１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福井 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書１０ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書１１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書１２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書１３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 事業関連文書９ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 受託事業関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

68/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿
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満了時の
措置

備考

2020年度 福井 事業 受託事業関連文書２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 受託事業関連文書３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 受託事業関連文書４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 受託事業関連文書５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事業 出張報告書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 受発信 県・市・会議所関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 受発信 県内団体・企業関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福井 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事務所管理 事務所管理関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事務所管理 事務所管理関連文書２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１０ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書１９ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２０ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄
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作成・取得
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満了時の
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備考

2021年度 福井 事業 事業関連文書２２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書２５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事業 事業関連文書９ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事務所管理 事務所管理関連文書３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事務所管理 事務所管理関連文書４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 事務所管理 事務所管理関連文書５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書１０ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書１１ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書１２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書２ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書３ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書４ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書５ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書６ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書７ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書８ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 受発信 受発信関連文書９ 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福井 予算・経理 予算・経理関連文書 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
井貿易情報センター長

廃棄
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備考

2013年度 山梨 事務所管理 企業訪問記録 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 常用 - 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山梨 事務所管理 公用車関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2015年3月31日 
延長年数：9年

2013年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山梨 受発信 外部発信文書（受託案件等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 7年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2015年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山梨 事務所管理 報告書　（出張・会議） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 7年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2015年度 山梨 予算・経理 会計報告 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 7年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2015年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山梨 事務所管理 報告書（出張・会議） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 6年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2016年度 山梨 受発信 外部発信文書（山梨県受託案件等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 6年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2016年度 山梨 予算・経理 会計報告 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 6年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2016年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 山梨 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 受発信 外部発信文書（後援名義・委員就任・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2017年度 山梨 受発信 外部発信文書（受託案件等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 予算・経理 会計報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 受発信 外部発信文書（後援名義・委員就任・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 4年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2018年度 山梨 受発信 外部発信文書（受託案件等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 受発信 外部文書受信 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 4年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2018年度 山梨 予算・経理 会計報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書　１ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書　２ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事業 事業役立ちアンケート 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 事業報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 事務引継ぎ書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 山梨 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 受発信 外部発信文書（後援名義・委員就任・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 受発信 外部文書受信 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2019年度 山梨 受発信 発信文書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 予算・経理 会計報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事業 外部発信文書（挨拶・礼状・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 2年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2020年度 山梨 事業 事業役立ちアンケート 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 事業報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 事務引継ぎ書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 受発信 外部受信文書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 2年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：1年

2020年度 山梨 受発信 外部発信文書（後援名義・委員就任・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 受発信 外部発信文書（受託案件等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 受発信 発信文書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 予算・経理 会計報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山梨 予算・経理 旅費 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事業 外部発信文書（挨拶・礼状・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事業 事業役立ちアンケート 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 山梨 事務所管理 事務引継ぎ書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 ビジネスサポートサービス 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 外部発信文書（後援名義・委員就任・その他等） 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 外部文書受信 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 受発信 発信文書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 予算・経理 会計報告書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山梨 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
梨貿易情報センター長

廃棄

2005年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2006年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2007年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2008年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2009年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2010年度 長野 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2011年度 長野 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長野 進出企業支
援・知的財産

タイ・インドネシアビジネス環境視察ミッション関連
文書

貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長野 在外企業支
援・知的財産

中小企業海外投資促進ミッション・派遣協力事業関
連文書（坂城町タイビジネス環境視察ミッション）

貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長野 農林水産・食
品

農林水産物・食品輸出促進連携プログラム関連文
書（川上村青果物等輸出支援事業）

貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長野 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長野 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 ＥＵ一般データ保護規則関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 外部機関委員委託関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 図書処分申請書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長野 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 事務所管理 外部機関委員委託関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 予算・経理 事業実施・経費支出伺い１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長野 予算・経理 事業実施・経費支出伺い２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 長野 事業 事業役立ち度調査 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 外部機関委員委託関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 月次事業運営報告（事務所控） 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 図書処分申請書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 受発信 ビジネスサポートサービス業務関連１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 予算・経理 事業実施・経費支出伺い１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長野 予算・経理 事業実施・経費支出伺い２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 外部機関委員委託関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 月次事業運営報告（事務所控） 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 地方自治体分担金関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 長野 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長野 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 会長委嘱関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 外部機関委員委託関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 月次事業運営報告（事務所控） 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 私有車使用許可申請書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 図書処分申請書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 地方自治体分担金関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 受発信 ビジネスサポートサービス業務関連１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 受発信 ビジネスサポートサービス業務関連２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長野 事務所管理 事業実施・経費支出伺い３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター長

廃棄

2004年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20050401 30年 20350331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2005年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20060401 30年 20360331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2006年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20070401 30年 20370331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2007年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20080401 30年 20380331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2008年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20090401 30年 20390331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2009年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20100401 30年 20400331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄
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2010年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20110401 30年 20410331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2011年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20120401 30年 20420331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2012年度 諏訪 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2012年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20130401 30年 20430331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2013年度 諏訪 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2013年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20140401 30年 20440331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2014年度 諏訪 事務所管理 決裁文書管理簿等 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20150401 30年 20450331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2014年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2015年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2015年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20160401 30年 20460331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2015年度 諏訪 予算・経理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2016年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2016年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2016年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20170401 30年 20470331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2016年度 諏訪 予算・経理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書　３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 30年 20480331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 5年 20230331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2017年度 諏訪 予算・経理 事務所運営関連文書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書４ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 30年 20490331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2018年度 諏訪 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20190401 5年 20240331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄
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2019年度 諏訪 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 30年 20500331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2019年度 諏訪 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20200401 5年 20250331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 30年 20510331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2020年度 諏訪 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20210401 5年 20260331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 事務所管理 事務所運営関連文書３ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 30年 20520331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 受発信 出張報告書 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄

2021年度 諏訪 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
野貿易情報センター諏
訪支所長

廃棄
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1999年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20000401 30年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2000年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20010401 30年 20310331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2001年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2002年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2003年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2004年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2005年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2006年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2007年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2008年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2009年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2010年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2011年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岐阜 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岐阜 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岐阜 地域特定業
務

岐阜県産品海外連携アンテナショップ受託　関連文
書

貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岐阜 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岐阜 地域特定業
務

岐阜県産品海外連携アンテナショップ受託　関連文
書

貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岐阜 事務所管理 伺い 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岐阜 事務所管理 伺い（私有車・レンタカー経費支出） 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岐阜 事務所管理 入札（ナパワインツーリズム視察および地酒＆産業
観光ＰＲのミッション）

貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 岐阜 事務所管理 白川茶輸出プロジェクト 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事業 事業ファイル　関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事業 受託事業 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事務所管理 伺い文書（私有車・レンタカー経費支出伺い） 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事業 事業　関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 伺い文書（私有車経費支出伺い） 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 受託事業 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岐阜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事業 事業 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事業 受託事業 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事務所管理 伺い 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事務所管理 伺い（私有車・レンタカー経費支出） 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岐阜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 セミナー関連文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 セミナー関連文書　２ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 セミナー講演会等　送付状 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 海外ブリーフィングサービス関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 海外ミニ調査サービス・ビジネスアポイントメント取
得サービス　関連文書

貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事業 受託事業 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 自治体説明会　関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 受発信文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 受発信文書　２ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岐阜 予算・経理 経理伝票 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事業 セミナー関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 受発信 外部委員 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岐阜 予算・経理 経理伝票 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 レンタカー業務使用許可申請書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 外部委員 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 伺い文書１ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 岐阜 事務所管理 伺い文書２ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 伺い文書３ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 伺い文書４ 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 私有車運転許可申請書（契約書）兼許可書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 借館契約書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岐阜 予算・経理 経理伝票 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岐
阜貿易情報センター長

廃棄

2007年度 静岡 事務所管理 平成１９年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2008年度 静岡 事務所管理 平成２０年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2009年度 静岡 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2010年度 静岡 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2011年度 静岡 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 静岡 事務所管理 契約書 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 静岡 事務所管理 伺い 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 静岡 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事業 お役立ち度調査票 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事業 定例貿易相談会 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 企業管理 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 常用 - 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 業務日誌 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 国内・海外出張報告書 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 予算・経理 伝票・証憑 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事業 お役立ち度調査票 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事業 定例貿易相談会 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 業務日誌 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 予算・経理 伝票・証憑 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事業 お役立ち度調査票 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　３ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事業 定例貿易相談会 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 業務日誌 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 国内・海外出張報告書 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 静岡 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 借館料 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 受発信 受発信文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 受発信 受発信文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 受発信 受発信文書　３ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 予算・経理 伝票・証憑 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　１ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 静岡 予算・経理 負担金関連文書　２ 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　静
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 浜松 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2014年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2014年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書４ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2015年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2016年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2016年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2016年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2016年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2017年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2018年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事業 お役立ち度調査票 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事業 定例貿易相談事業関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 予算・経理 会議費支出伺書・報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 浜松 予算・経理 伝票・証憑 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2019年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事業 お役立ち度調査票 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事業 定例貿易相談事業関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 予算・経理 伝票・証憑 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2020年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事業 ビジネスサポートサービス関連文書３ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事業 定例貿易相談事業関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 浜松 事務所管理 伝票・証憑 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2021年度 浜松 予算・経理 負担金関連文書 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　浜
松貿易情報センター長

廃棄

2004年度 名古屋 予算・経理 平成１６年度　自治体負担金関連文書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20050401 30年 20350331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2007年度 名古屋 事務所管理 平成１９年度　ＦＡＸ・文書決裁管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2008年度 名古屋 事務所管理 平成２０年度　ＦＡＸ・文書決裁管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2009年度 名古屋 事務所管理 平成２１年度　ＦＡＸ・文書決裁管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2010年度 名古屋 事務所管理 平成２２年度　ＦＡＸ・文書決裁管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2011年度 名古屋 事務所管理 平成２３年度　ＦＡＸ・文書決裁管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 国内事業 受発信文書　後援名義２／２（貸与および経費支出
伺）

貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理課関連伺い６（会議費伺い） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理関連伺い１（事業実施伺い）含／後援名義発
出

貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理関連伺い２（セミナー実施伺い）含／後援名義
発出１２月～３月

貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理関連伺い２（セミナー実施伺い）含／後援名義
発出４月～１１月

貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理関連伺い４（物品・資料調達） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 名古屋 予算・経理 経理関連伺い５（請求書発行伺い） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 国内事業 後援名義 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 事務所管理 ＦＡＸ・文書決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2013年度 名古屋 予算・経理 伺い６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い７ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 名古屋 予算・経理 伺い８ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 国内事業 協定書・覚書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 国内事業 後援名義　１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 国内事業 受託事業　１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 国内事業 受発信文書３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い７ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 名古屋 予算・経理 伺い８ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 事業 後援名義 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 事業 受託事業１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 事業 受託事業２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 名古屋 予算・経理 伺い７ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2016年度 名古屋 事業 受託事業１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 名古屋 予算・経理 伺い６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事業 覚書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事業 後援名義 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事業 受託事業１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事業 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事業 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 伺い６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 名古屋 予算・経理 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 事業 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 事業 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 事業 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 事務所管理 引継書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2018年度 名古屋 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 名古屋 予算・経理 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事業 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 名古屋 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2020年度 名古屋 事業 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事業 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事業 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事業 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事業 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 名古屋 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事業 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事業 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事業 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事業 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事業 伺い５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2021年度 名古屋 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１０ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１７ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１８ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書１９ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２０ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書２５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書５ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書６ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書７ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄
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2021年度 名古屋 受発信 受発信文書８ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 受発信 受発信文書９ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 伺い３ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 伺い４ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 受発信文書１ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 受発信文書２ 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 名古屋 予算・経理 証憑（コピー） 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　名
古屋貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 三重 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2012年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2012年度 三重 事務所管理 伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2012年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2013年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2013年度 三重 事務所管理 伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2013年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2013年度 三重 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2013年度 三重 予算・経理 経費支出伺い（地域間交流支援（ＲＩＴ）事業） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2014年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2014年度 三重 事務所管理 伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2014年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2014年度 三重 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2014年度 三重 予算・経理 経費支出伺い（地域間交流支援（ＲＩＴ）事業） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2015年度 三重 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2015年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2015年度 三重 事務所管理 伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2015年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 三重 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2015年度 三重 予算・経理 経費支出伺い（地域間交流支援（ＲＩＴ）事業事前調
査）

貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 事務所管理 覚書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 事務所管理 伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2016年度 三重 予算・経理 経費支出伺い（地域間交流支援（ＲＩＴ）事業） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 覚書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 伺い（事業実施、共催事業実施） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 予算・経理 経費支出伺い（地域貢献プロジェクト事業） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 予算・経理 伺い（経費支出／収入、契約） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 三重 予算・経理 地方自治体予算要求関連連絡文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 覚書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 伺い（事業実施、共催事業実施） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 予算・経理 伺い（経費支出伺い／収入、契約） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2018年度 三重 予算・経理 地方自治体予算要求関連文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 アドバイザー日誌報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）（ミニ調査） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 三重 事務所管理 覚書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 講演会報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 伺い（外部委員、後援名義、講師派遣等） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 伺い（事業実施、共催事業実施） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 予算・経理 伺い（経費支出伺い／収入、契約） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2019年度 三重 予算・経理 地方自治体予算要求関連文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）（ミニ調査） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 講演会報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 伺い（外部委員、後援名義、講師派遣等） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 伺い（事業実施、共催事業実施） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 予算・経理 伺い（経費支出伺い／収入、契約） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2020年度 三重 予算・経理 地方自治体予算要求関連文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 セミナーアンケート 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 セミナー報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）（ブリーフィング） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）（ミニ調査） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 三重 事務所管理 引き継ぎ書（所長・所員） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 国内事務所運営業務報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 伺い（外部委員、後援名義、講師派遣等） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 伺い（事業実施、共催事業実施） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　１ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　２ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　３ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　４ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　５ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　６ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　７ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　８ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 受発信文書　９ 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 出張命令伺い及び旅費算出書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 地域貢献プロジェクト事業関連文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 予算・経理 伺い（経費支出伺い／収入、契約） 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2021年度 三重 予算・経理 地方自治体予算要求関連文書 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　三
重貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 事務所管理 セミナー 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　４ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　５ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　６ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　７ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い９ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事業 セミナー１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事業 セミナー２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事務所管理 協定書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　４ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　５ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　６ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　７ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い　８ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事業 セミナー 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 滋賀 事業 伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事務所管理 協定書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い４ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い５ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い６ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い７ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 滋賀 予算・経理 経理伝票控え 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事業 伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 セミナー 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 協定書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 在宅勤務業務日報・事務引継書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 借館契約法人文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

100/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2020年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い４ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 滋賀 予算・経理 経理伝票控え 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事業 セミナー 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事業 伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事業 伺い４ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 外部受発信文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 私有車・レンタカー使用申請兼許可証 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 事務所管理 新聞クリップ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い１ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い２ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 予算・経理 経理支出伺い３ 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 滋賀 予算・経理 経理伝票控え 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　滋
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2014年度 京都 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2014年度 京都 事務所管理 発信文書　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2015年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2015年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2015年度 京都 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2016年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2016年度 京都 予算・経理 会議費 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2016年度 京都 予算・経理 伺い　１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2017年度 京都 予算・経理 会議費 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2018年度 京都 予算・経理 会議費 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事業 出張報告書 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 人事関連 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 物品移管票 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 京都 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 予算・経理 会議費 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2019年度 京都 予算・経理 経理伝票・証憑コピー 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事業 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事業 出張報告書 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 予算・経理 会議費 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2020年度 京都 予算・経理 経理伝票・証憑コピー 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 Ｆａｃｅｂｏｏｋ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 ＬｉｎｋｅｄＩｎ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 Ｎｏｔｉｏｎ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 Ｓｌａｃｋ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務３ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務４ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務５ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 海外ビジネスサポート業務６ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事業 出張報告書 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 京都 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 事務所管理 物品管理 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2021年度 京都 予算・経理 経理伝票・証憑コピー 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　京
都貿易情報センター長

廃棄

2002年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2003年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2004年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2005年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2006年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2007年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2007年度 神戸 事務所管理 平成１９年度　事務所縮小関連文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20080401 15年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2018年3月31日 
延長年数：5年

2008年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2008年度 神戸 事務所管理 平成２０年度　事務所縮小関連文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20090401 20年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2019年3月31日 
延長年数：10年

2009年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2009年度 神戸 事務所管理 平成２１年度　伺い文書（運営経費に係る協定書） 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2010年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2011年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2012年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2012年度 神戸 事務所管理 伺い文書・契約書　１／２ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2012年度 神戸 事務所管理 伺い文書・契約書　２／２ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2013年度 神戸 対日投資 伺い 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2013年度 神戸 予算・経理 伺い 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2014年度 神戸 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2015年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 神戸 事務所管理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2016年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2016年度 神戸 事務所管理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 伺い／協定書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 受発信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2017年度 神戸 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 事務所管理 負担金関連文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 事務所管理 物品台帳 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 受発信 伺い（事業実施報告書等） 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 神戸 予算・経理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事業 セミナー報告書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事業 伺い・事業運営に係る連絡文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事業 伺い・事業実施伺い１ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事業 伺い・事業実施伺い２ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事務所管理 国内出張報告書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 事務所管理 受発信文書１ 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 予算・経理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2019年度 神戸 予算・経理 物品台帳 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 国内出張報告書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 神戸 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 伺い／兵庫県・神戸市 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 伺い・事業運営に係る連絡文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 伺い・事業実施伺い 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 発信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 予算・経理 伺い文書／運営費分担に係る協定書締結につい
て

貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 予算・経理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2020年度 神戸 予算・経理 物品台帳 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事業 受発信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 外部受信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 国内出張報告書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 伺い／兵庫県・神戸市 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 伺い・事業運営に係る連絡文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 伺い・事業実施伺い 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 発信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 予算・経理 経理報告書（コピー） 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 予算・経理 伺い文書／契約書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 予算・経理 伺い文書／受発信文書 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2021年度 神戸 予算・経理 物品台帳 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　神
戸貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 奈良 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 受発信 収受文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2018年度 奈良 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 アンケート 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 後援依頼文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 無期限 - 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 受発信 収受文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2019年度 奈良 予算・経理 会計報告証憑（コピー） 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事業 ＳＮＳ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 アンケート 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 事務所管理 報告書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 奈良 受発信 収受文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2020年度 奈良 予算・経理 会計報告証憑（コピー） 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 アンケート 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 ビジネスサポートサービス・プラットフォーム事業関
連文書

貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 事務所管理 報告書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 受発信 収受文書 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2021年度 奈良 予算・経理 会計報告証憑（コピー） 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　奈
良貿易情報センター長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 和歌山 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 会議支出伺い 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄
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2018年度 和歌山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 事務所管理 借館関係 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 和歌山 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 会議費支出伺い 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 出張報告書１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 事務所管理 出張報告書２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 和歌山 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 会議費支出伺い 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄
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2020年度 和歌山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 出張報告書１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 出張報告書２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 事務所管理 物品管理関連書類 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 和歌山 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 会議費支出伺い 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い６ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い７ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 伺い８ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 出張報告書１ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 出張報告書２ 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 事務所管理 物品管理関連書類 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 和歌山 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　和
歌山貿易情報センター
長

廃棄

2004年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄
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2005年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2006年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2007年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2008年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2009年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2010年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2011年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2012年度 鳥取 事務所管理 会議費 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2012年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2012年度 鳥取 事務所管理 鳥取事務所発信文書　４ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2012年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2013年度 鳥取 事務所管理 会議費 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2013年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2013年度 鳥取 事務所管理 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2013年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2014年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2014年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2014年度 鳥取 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2014年度 鳥取 事務所管理 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2014年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2015年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2015年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2015年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2015年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2016年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2016年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2016年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2018年3月31日 
延長年数：9年
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2016年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2016年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 事務所管理 地方自治体分担金書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 受発信 受信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2017年度 鳥取 予算・経理 経理証憑　控 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 事務所管理 地方自治体分担金書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 受発信 受信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2018年度 鳥取 予算・経理 経理証憑　控 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事業 セミナー事業関連　（申込書・アンケート等） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 外部委員 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 各種団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 鳥取 事務所管理 関係団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 地方自治体分担金書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 中国地域の国の機関　（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 受信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 受信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 受発信 発信文書５ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2019年度 鳥取 予算・経理 経理証憑　控 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事業 セミナー事業関連　（申込書・アンケート等） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 外部委員 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 各種団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 関係団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 地方自治体分担金書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 中国地域の国の機関　（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 受発信 発信文書５ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2020年度 鳥取 予算・経理 経理証憑　控 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事業 セミナー事業関連　（申込書・アンケート等） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 外部委員 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 各種団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 関係団体（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 事業実施報告書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 出張報告書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 出張報告書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 地方自治体分担金書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 中国地域の国の機関　（連絡文書） 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 事務所管理 法人税手続書類 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書５ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書６ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2021年度 鳥取 受発信 発信文書７ 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 鳥取 予算・経理 経理証憑　控 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鳥
取貿易情報センター長

廃棄

2002年度 松江 事務所管理 平成１４年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20030401 30年 20330331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2003年度 松江 事務所管理 平成１５年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20040401 30年 20340331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2004年度 松江 事務所管理 平成１６年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20050401 30年 20350331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2005年度 松江 事務所管理 平成１７年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20060401 30年 20360331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2006年度 松江 事務所管理 平成１８年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20070401 30年 20370331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2007年度 松江 事務所管理 平成１９年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20080401 30年 20380331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2008年度 松江 事務所管理 平成２０年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2009年度 松江 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2010年度 松江 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20110401 30年 20410331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2011年度 松江 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2012年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2012年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2012年度 松江 予算・経理 会計帳票類 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2012年度 松江 予算・経理 自治体への負担金要求関連資料　（要求・申請・承
認・完了報告）

（旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2013年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2013年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2013年度 松江 予算・経理 会計帳票類 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2013年度 松江 予算・経理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2014年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2014年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2014年度 松江 予算・経理 会計帳票類 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2014年度 松江 予算・経理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2015年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2015年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2015年度 松江 予算・経理 会計帳票類 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2015年度 松江 予算・経理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2016年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2016年度 松江 予算・経理 会計帳票類 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2016年度 松江 予算・経理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2017年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2017年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2017年度 松江 事務所管理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2017年度 松江 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2017年度 松江 予算・経理 会計帳簿等綴り （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 協定書・覚書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 自治体への負担金要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 借館関係 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2018年度 松江 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 セミナー等関連文書（開催報告・アンケート等） （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 会議報告書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 外部受発信文書　１ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 資産に関する文書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 自治体への負担金等要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 出張報告書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2019年度 松江 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 セミナー等関連文書（開催報告・アンケート等） （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 松江 事務所管理 外部受発信文書　１ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 外部受発信文書　２ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 資産に関する文書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 自治体への負担金等要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 出張報告書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2020年度 松江 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 セミナー等関連文書（開催報告・アンケート等） （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 運営業務報告書・各種申請書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 会議報告書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 外部受発信文書　１ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 外部受発信文書　２ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 契約書・伺い （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 決裁文書管理簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 月次処理報告書（控・コピー） （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 伺い１ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 伺い２ （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 資産に関する文書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 自治体への負担金等要求関連資料 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 出張報告書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 内部受発信文書 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2021年度 松江 事務所管理 文書収受簿 （旧）貿易情報センター
松江貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　島
根貿易情報センター長

廃棄

2004年度 岡山 事務所管理 平成１６年度～平成２０年度　決裁番号管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20050401 34年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2009年度 岡山 事務所管理 平成２１年度　決裁番号管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2010年度 岡山 事務所管理 平成２２年度　決裁番号管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄
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2011年度 岡山 事務所管理 平成２３年度　決裁番号管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2012年度 岡山 予算・経理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岡山 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2013年度 岡山 予算・経理 経理領収書（コピー） 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2015年3月31日 
延長年数：9年

2014年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2014年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2015年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2016年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事業 シンガポールにおける県産農産物（果実・米・加工
品）の販路拡大に向けた調査

貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事務所管理 移転関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2017年度 岡山 予算・経理 予算要求関連 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事業 台湾等における県産農産物の販路拡大にむけた
調査・報告事業　１

貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事務所管理 会議費支出伺書・会議報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2018年度 岡山 予算・経理 予算要求関連 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事業 海外市場でのネット取引実態調査（台湾） 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 セミナー開催報告・アンケート 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 会議費支出伺書・会議報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 外部委員関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 予算・経理 経理提出証憑控え 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2019年度 岡山 予算・経理 予算要求関連 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事業 海外ＥＣサイト導入支援事業　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事業 海外ＥＣサイト導入支援事業　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 セミナー関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 会議費支出伺書・会議報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 外部委員関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 出張報告書・在宅勤務業務日報 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 事務所管理 予算要求関連 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2020年度 岡山 予算・経理 経理伝提出証憑控 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 ビジネスサポートサービス関連文書　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 海外ＥＣサイト導入支援事業　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 海外ＥＣサイト導入支援事業　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 海外ＥＣサイト導入支援事業　３ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス
関連文書

貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事業 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム関連
文書

貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 セミナー関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 会議費支出伺書・会議報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 海外事業展開状況調査関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 外部委員関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 業務引継書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 経理伝票出証憑控 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 個別貿易投資相談関連文書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 岡山 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 伺い・契約書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 事務所管理 予算要求関連 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 受発信 外部受発信簿 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 受発信 本部受発信簿　１ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

2021年度 岡山 受発信 本部受発信簿　２ 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　岡
山貿易情報センター長

廃棄

1997年度 広島 事務所管理 平成９年度～平成１１年度　公信文書受発信管理
簿

貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

19980401 30年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2000年度 広島 事務所管理 平成１２年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20010401 30年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2001年度 広島 事務所管理 平成１３年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2002年度 広島 事務所管理 平成１４年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2003年度 広島 事務所管理 平成１５年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2004年度 広島 事務所管理 平成１６年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2006年度 広島 事務所管理 平成１８年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2007年度 広島 事務所管理 平成１９年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2008年度 広島 事務所管理 平成２０年度　公信文書受発信管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2009年度 広島 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2010年度 広島 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2011年度 広島 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 事務所管理 出版物受付廃棄管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 事務所管理 連絡文書　伺い　経費支出／契約　１／３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 事務所管理 連絡文書　伺い　経費支出／契約　２／３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 事務所管理 連絡文書　伺い　経費支出／契約　３／３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 広島 地域特定業
務

東日本大震災による被害状況連絡書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄 東日本大震災関連

2013年度 広島 事務所管理 受発信文書　１５ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄
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2013年度 広島 事務所管理 受発信文書　１６ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 広島 事務所管理 受発信文書　１５ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 広島 事務所管理 受発信文書　１６ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 広島 事務所管理 事務所管理関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 広島 事務所管理 事務所管理関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 広島 事務所管理 事務所管理関連文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事業 事業関連文書７ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 広島 事務所管理 文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 決裁文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 広島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 決裁文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 広島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書４ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書５ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事業 事業関連文書６ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 決裁文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 決裁文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 資産に関する文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 出版物受付廃棄管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書（伺い・受発信文書） 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 予算・経理 経理関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 広島 予算・経理 経理関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書４ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書５ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事業 事業関連文書６ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 決裁文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 決裁文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 出版物受付廃棄管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 文書管理 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 広島 予算・経理 経理関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書１０ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書４ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書５ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書６ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書７ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書８ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事業 事業関連文書９ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 確認文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 決裁文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 決裁文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 決裁文書３ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 広島 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 出版物受付廃棄管理簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書（伺い） 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 地方自治体補助金関連文書（受発信文書） 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 文書管理 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 受発信 受発信文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 受発信 受発信文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 予算・経理 経理関連文書１ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 広島 予算・経理 経理関連文書２ 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　広
島貿易情報センター長

廃棄

2001年度 山口 事務所管理 平成１３年度～平成１８年度　文書受信簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20020401 35年 20370331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2005年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2006年度 山口 事務所管理 平成１８年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2007年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2008年度 山口 事務所管理 平成２０年度　決裁番号管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2009年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2010年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2011年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 会議費関連文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 海外出張関連連絡文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 伺い　（１） 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 伺い　（２） 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 地域間交流支援事業関連文書（４） 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2012年度 山口 事務所管理 物品購入票 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山口 事務所管理 会議費関連文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄
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2013年度 山口 事務所管理 海外出張関連連絡文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山口 事務所管理 伺い 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2013年度 山口 事務所管理 物品購入票 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 会議関連文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 企業訪問・出張報告４ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 地域間交流支援事業関連文書　伺い 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 物品購入票 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2014年度 山口 事務所管理 伺い５ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2015年度 山口 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2016年度 山口 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山口 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山口 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2017年度 山口 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山口 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山口 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2018年度 山口 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事業 セミナー関連アンケート 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事業 事業関連アンケート 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事務所管理 企業訪問／出張報告書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 山口 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2019年度 山口 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 セミナー関連アンケート 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 企業訪問／出張報告書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2020年度 山口 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 企業訪問／出張報告書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 伺い　５ 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 受信文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2021年度 山口 予算・経理 経理関連文書 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　山
口貿易情報センター長

廃棄

2006年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2007年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2008年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2009年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2010年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2011年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 徳島 地域特定業
務

経費伺い・出張命令伺い・物品等購入伺い　　１／
２

貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 徳島 地域特定業
務

経費伺い・出張命令伺い・物品等購入伺い　２／２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2012年度 徳島 地域特定業
務

受託業務関連文書（契約書を含む） 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 徳島 地域特定業
務

伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2013年度 徳島 地域特定業
務

受託業務関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 徳島 事務所管理 経費伺い・出張命令伺い・物品等購入伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 徳島 事務所管理 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2014年度 徳島 地域特定業
務

受託業務関連文書（契約書を含む） 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2015年度 徳島 事務所管理 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2016年度 徳島 事務所管理 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事業 受託業務関連文書３ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事務所管理 会長交代関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 徳島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2017年度 徳島 受発信 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事業 海外ビジネスサポート業務関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事業 受託業務関連文書３ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2018年度 徳島 受発信 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 セミナーアンケート 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 セミナー開催事業関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 海外ビジネスサポート業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 受託業務関連文書３ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事業 大学連携事業 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 会長交代関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 外部委員就任伺い・講師派遣伺い・後援名義貸与
伺い

貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 受発信 地方自治体関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 受発信 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2019年度 徳島 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄
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備考

2019年度 徳島 予算・経理 経理伝票・証憑 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 セミナーアンケート 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 セミナー開催事業関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 徳島大学との連携強化事業関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事業 徳島大学との連携強化事業関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 外部委員就任伺い・講師派遣伺い・後援名義貸与
伺い

貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 受発信 経済団体関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 受発信 地方自治体関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 受発信 地方自治体関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 受発信 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2020年度 徳島 予算・経理 経理伝票・証憑 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 インフルエンサー発信事業関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 セミナーアンケート 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 セミナー開催事業関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 海外ビジネスサポート業務関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 受託業務関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 受託業務関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 受託業務関連文書３ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 徳島大学との連携強化事業関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事業 徳島大学との連携強化事業関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 徳島 事務所管理 外部委員就任伺い・講師派遣伺い・後援名義貸与
伺い

貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 経費支出伺い 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 経済団体関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 地方支部局関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 地方自治体関連文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 地方自治体関連文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 地方自治体等負担金関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 徳島経済産業会館関連文書 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2021年度 徳島 予算・経理 経理伝票・証憑 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　徳
島貿易情報センター長

廃棄

2006年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2010年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2011年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿　１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2011年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿　２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2012年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿　１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2012年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿　２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2012年度 香川 事務所管理 伺い（１０年） 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2013年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2013年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄
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2014年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2014年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2015年度 香川 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2015年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2016年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2016年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2017年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2017年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2017年度 香川 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2017年度 香川 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2017年度 香川 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2018年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2018年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2018年度 香川 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2018年度 香川 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2018年度 香川 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事業 役立ち度調査 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2019年度 香川 予算・経理 経理書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 香川 事務所管理 会議報告書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 役立ち度調査 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2020年度 香川 予算・経理 経理書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 予算・経理 経理書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 ジェトロ香川ｆａｃｅｂｏｏｋ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 会議報告書　１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 会議報告書　２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 受信文書（外部） 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 受信文書（内部） 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 物品管理関係書類 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

2021年度 香川 事務所管理 役立ち度調査 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　香
川貿易情報センター長

廃棄

1992年度 愛媛 事務所管理 平成４年度～平成８年度　文書発信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

19930401 34年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄
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1997年度 愛媛 事務所管理 平成９年度～平成１３年度　文書発信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

19980401 34年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

1999年度 愛媛 事務所管理 平成１１年度～平成１４年度　契約書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20000401 33年 20330331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2013年3月31日
延長期間：20年

2002年度 愛媛 事務所管理 平成１４～１６年度　文書受信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20030401 32年 20350331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2005年度 愛媛 事務所管理 平成１７年度～平成２０年度　文書受信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20060401 33年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2005年度 愛媛 事務所管理 平成１７年度～平成２０年度　文書発信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20060401 33年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2009年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2010年度 愛媛 事務所管理 平成２２年度　文書受発信簿関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2011年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2011年度 愛媛 事務所管理 平成２３年度　物品管理・法人文書管理台帳 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2012年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2012年度 愛媛 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2012年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2013年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2013年度 愛媛 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2013年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2013年度 愛媛 事務所管理 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 機械・環境産
業

地域間交流支援（ＲＩＴ）事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2014年度 愛媛 事務所管理 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2015年度 愛媛 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2015年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2015年度 愛媛 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2015年度 愛媛 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2015年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄
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2016年度 愛媛 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2016年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2016年度 愛媛 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2016年度 愛媛 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2016年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事業 事業関連文書　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2017年度 愛媛 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 開催報告 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2018年度 愛媛 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 愛媛 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事業 事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 レンタカー業務使用許可申請書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 事務所運営業務報告書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 事務所内引継関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 出張報告書　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 出張報告書　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2019年度 愛媛 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事業 事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 愛媛 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 事務所運営業務報告書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書　３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 事務所内引継関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2020年度 愛媛 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事業 メール送信チェックリスト 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事業 事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事業 地域貢献プロジェクト関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）関連文書　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 ビジネスサポートサービス（ＢＳＳ）関連文書　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 レンタカー業務使用許可申請書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 海外コーディネーター（農林水産食品分野）による
輸出相談サービス

貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 協定書・覚書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 伺い　４ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 伺い　５ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 愛媛 事務所管理 私有車業務使用申請書兼許可証 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 事務所運営業務報告書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受信文書　１ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受信文書　２ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受信文書　３ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受信文書　４ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受信文書　５ 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 受発信文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 物品管理関連文書 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2021年度 愛媛 予算・経理 経理伝票（コピー） 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　愛
媛貿易情報センター長

廃棄

2008年度 高知 事務所管理 平成２０年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2009年度 高知 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2010年度 高知 事務所管理 平成２２年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2011年度 高知 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2012年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2012年度 高知 事務所管理 伺い（１０年保存）１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2012年度 高知 事務所管理 伺い（１０年保存）２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2013年度 高知 国内事業 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2013年度 高知 国内事業 地方自治体補助金・負担金関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2013年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2013年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2013年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2014年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄
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2014年度 高知 事務所管理 地方自治体補助金・負担金関連資料 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2014年度 高知 事務所管理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2014年度 高知 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2014年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2015年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2015年度 高知 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2015年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2015年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・負担金関連資料 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2016年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2016年度 高知 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2016年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2016年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・負担金関連資料 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・負担金関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2017年度 高知 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2018年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・負担金関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事業 セミナー報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 高知 事業 出張報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2019年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・負担金関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 セミナー報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2020年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・分担金関連資料 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事業 役立ち度調査票 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 セミナー報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 高知 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 業務システム 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信１ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信１０ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信２ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信３ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信４ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信５ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信６ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信７ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信８ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 受発信 受発信９ 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 予算・経理 会計関連 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2021年度 高知 予算・経理 地方自治体補助金・分担金関連資料 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　高
知貿易情報センター長

廃棄

2006年度 福岡 事務所管理 平成１８年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2007年度 福岡 事務所管理 平成１９年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2008年度 福岡 事務所管理 平成２０年度　文書決裁管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2009年度 福岡 事務所管理 平成２１年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2010年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2011年度 福岡 事務所管理 平成２３年度　決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福岡 事務所管理 伺い 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2014年3月31日 
延長年数：9年

2012年度 福岡 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2014年3月31日 
延長年数：9年

2012年度 福岡 予算・経理 経理報告書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄
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2012年度 福岡 予算・経理 出張旅費精算・伺い書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福岡 予算・経理 出張旅費精算・伺い書　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2012年度 福岡 事業 予算関係資料 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 事務所管理 伺い 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 地域特定業
務

地方自治体負担金 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 予算・経理 経理関係書類　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 予算・経理 経理関係書類　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2013年度 福岡 予算・経理 伺い 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 事務所管理 事務所運営関連文書２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 事務所管理 事務所運営関連文書３ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2014年度 福岡 地域特定業
務

地方自治体負担金 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福岡 事業 輸出有望案件（機械・環境）１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：5年

2015年度 福岡 事業 輸出有望案件（機械・環境）３ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：5年

2015年度 福岡 事務所管理 経理関係書類　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2015年度 福岡 予算・経理 伺い 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 事業 観光・クールジャパン連携プログラム（シュガーロー
ド）

貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 事業 対日投資サポートセンター関係資料 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2016年度 福岡 予算・経理 伺い２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事業 ＡＳＥＡＮ外食産業ビジネスパートナー候補招へい
事業　２０１７

貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 福岡 事業 Ｆｏｏｄ　Ｅｘｐｏ　Ｋｙｕｓｈｕ　２０１７ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事業 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事業 食品輸出商談会ｉｎ福岡　２０１７ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事業 対日投資サポートセンター関連資料 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事業 地域間交流支援（ＲＩＴ）事業 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事務所管理 図書登録／処分　申請書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事務所管理 物品管理／処分／移管　申請書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 予算・経理 経理関係書類 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 予算・経理 伺い 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2017年度 福岡 予算・経理 新輸出大国コンソーシアム 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 Ｆｏｏｄ　Ｅｘｐｏ　Ｋｙｕｓｈｕ　２０１９ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 外食産業招聘事業 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 国際化促進インターンシップ事業 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 伺い１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 図書登録 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 地域間交流支援（ＲＩＴ）事業１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 地域間交流支援（ＲＩＴ）事業２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事業 物品管理 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 予算・経理 経理関係書類１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 予算・経理 経理関係書類２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 予算・経理 経理関係書類３ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2018年度 福岡 予算・経理 伺い１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 Ｆｏｏｄ　Ｅｘｐｏ　Ｋｙｕｓｈｕ　２０１９ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 福岡 事業 外食産業招へい事業（福岡市） 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 高度外国人材活躍推進プラットフォーム事業 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 国際化促進インターンシップ事業 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 出張報告書　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 出張報告書　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 報告書　セミナー　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 報告書　セミナー　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事業 報告書　セミナー　３ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 受発信 外部委員就任 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 受発信 後援名義　依頼／貸与 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 受発信 物品管理／処分／移管　申請書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 予算・経理 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2019年度 福岡 予算・経理 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 事業 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 事業 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 事業 出張報告書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 予算・経理 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2020年度 福岡 予算・経理 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 事業 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 事業 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 事業 出張報告書 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 福岡 受発信 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 受発信 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 予算・経理 伺い　１ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2021年度 福岡 予算・経理 伺い　２ 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　福
岡貿易情報センター長

廃棄

2008年度 北九州 事務所管理 平成２０年度～　文書決裁管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20090401 30年 20390331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2009年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20100401 30年 20400331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2010年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20110401 30年 20410331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2011年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 北九州 予算・経理 経費支出・契約締結伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 北九州 事務所管理 契約締結、その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北九州 事務所管理 契約締結、その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北九州 予算・経理 契約締結、その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北九州 事業 協定、覚書の締結 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北九州 予算・経理 契約締結、その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北九州 事業 伺い　１ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北九州 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 北九州 予算・経理 契約締結・その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄
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2017年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北九州 事務所管理 契約締結・その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北九州 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事業 セミナー・商談会／報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事業 後援名義・外部委員・講師派遣 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事務所管理 契約締結・その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事務所管理 伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事業 セミナー・商談会／報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事業 後援名義・外部委員・講師派遣 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 契約締結・その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 内部業務連絡文書（発信）　３ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄
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2021年度 北九州 事業 セミナー・商談会／報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事業 後援名義・外部委員・講師派遣 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 契約締結・その他伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 内部業務連絡文書（発信）　１ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 内部業務連絡文書（発信）　２ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 内部業務連絡文書（発信）　４ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 受発信 外部業務連絡文書（受発信） 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 予算・経理 会計伝票（写し）　１ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 予算・経理 会計伝票（写し）　２ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 予算・経理 会計伝票（写し）　３ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 予算・経理 会計伝票（写し）　４ 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 北九州 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　北
九州貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 佐賀 総合企画 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 総合企画 伺い文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 総合企画 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 総合企画 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 事務所管理 事務所設立関連 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2014年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

147/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2015年度 佐賀 事業 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2015年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 事業 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2016年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 事業 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 事業 伺い文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2017年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 事業 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 佐賀 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2018年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 広報・ＳＮＳ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 常用 - 電子（業務シ
ステム）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 伺い文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 伺い文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 事業 出張関連文書３ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 予算・経理 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2019年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 出張関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 出張関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事業 出張関連文書３ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 佐賀 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2020年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 会議関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 伺い１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 伺い２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 伺い３ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 伺い４ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 事業実施報告書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事業 出張報告書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 事務所管理 資産関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 受発信 受信文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 予算・経理 経理・会計関連文書 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 予算・経理 出張旅費関連文書１ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

2021年度 佐賀 予算・経理 出張旅費関連文書２ 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　佐
賀貿易情報センター長

廃棄

1999年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20000401 30年 20300331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2000年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20010401 30年 20310331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2001年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20020401 30年 20320331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2002年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2003年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2004年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2005年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2006年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2007年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2008年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2009年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2010年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2011年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 会議費支出伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 収支決算書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 借館契約関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 切手出納帳 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2012年度 長崎 予算・経理 地方自治体分担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 経費支出・物品（消耗品）調達伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 借館契約関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 受託事業関連文書（契約書を含む） 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 切手出納帳 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 予算・経理 地方自治体分担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2013年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 事業実施・経費支出伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2014年度 長崎 予算・経理 地方自治体負担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2015年度 長崎 事業 ビジネス展開支援関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 事業 地域間交流支援事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 事業 輸出有望案件発掘支援事業関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 事業実施伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 長崎 予算・経理 地方自治体負担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 事業 輸出有望案件発掘支援事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 伺い（契約）　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 事業実施伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 長崎 予算・経理 地方自治体負担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 契約 伺い（契約）１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 長崎 契約 伺い（契約）２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 契約 伺い（契約）３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事業 地域間交流支援事業関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事業 農林水産・食品関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事務所管理 ライブラリー関連 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　６ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　７ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 事業実施伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 長崎 予算・経理 地方自治体負担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 契約 伺い（契約）　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 契約 伺い（契約）　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 契約 地域間交流事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事業 伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事業 事業実施伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事業 自治体事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事業 農林水産・食品関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 長崎 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 長崎 予算・経理 地方自治体負担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 契約 伺い（契約）１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 契約 伺い（契約）２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 お客様サポート関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 セミナー関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 セミナー関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 セミナー関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 受託事業関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 農林水産・食品事業１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事業 農林水産・食品事業２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 お客様サポート関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 ライブラリー関連 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 後援名義貸与・許諾伺い 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 事務引き継書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１０ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　９ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書１１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書６ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書７ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 長崎 予算・経理 経理関連文書８ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 契約 伺い（契約） 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 お客様サポート関連文書１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 お客様サポート関連文書２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 セミナー関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 セミナー関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 セミナー関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事業 農林水産・食品関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 お客様サポート関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 ライブラリー関連 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 企画関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 国内事務所運営業務報告書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１０ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　６ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　７ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　８ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　９ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 契約 伺い（契約） 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 お客様サポート関連　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 お客様サポート関連　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 セミナー関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 セミナー関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 ビジネス展開・人材支援関連 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 受託事業関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 受託事業関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 農林水産・食品関連　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事業 農林水産・食品関連　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 ライブラリー関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 ライブラリー関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 伺い　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 長崎 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 地方自治体分担金関連文書 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 受発信 県内等団体関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 受発信 県内等団体関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　１０ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　２ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　３ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　４ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　５ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　６ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　７ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　８ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 長崎 予算・経理 経理関連文書　９ 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　長
崎貿易情報センター長

廃棄

2003年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2004年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2005年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿３ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2006年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿４ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2007年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿５ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2008年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿６ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2009年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿７ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2010年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿８ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2011年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿９ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2012年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿１０ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2012年度 熊本 地域特定業
務

発信・伺い文書３－① 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2012年度 熊本 地域特定業
務

発信・伺い文書３－② 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄
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2013年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2013年度 熊本 地域特定業
務

発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2014年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2014年度 熊本 地域特定業
務

発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2015年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2015年度 熊本 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2016年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2016年度 熊本 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 事務所管理 発信文書２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 事務所管理 発信文書３ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 地域特定業
務

セミナー関連資料 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 地域特定業
務

事業関連 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2017年度 熊本 地域特定業
務

商談会関連資料 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2018年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2018年度 熊本 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2018年度 熊本 事務所管理 発信文書２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2018年度 熊本 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2018年度 熊本 地域特定業
務

地域間交流支援事業（ＲＩＴ）　熊本県ー台湾半導体
関連資料

貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 熊本 事務所管理 会計検査関連資料 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 伝票・証憑 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 発信文書２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄
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2019年度 熊本 事務所管理 発信文書３ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2019年度 熊本 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 受発信 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 地域特定業
務

セミナー関連資料 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2020年度 熊本 地域特定業
務

業界団体等 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2020年度 熊本 地域特定業
務

熊本県庁・県内自治体 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2020年度 熊本 地域特定業
務

県内企業・県内大学 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2020年度 熊本 地域特定業
務

国地方局 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2022年3月31日 
延長年数：2年

2020年度 熊本 予算・経理 経理証憑綴（控） 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 受発信 発信文書１ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 受発信 発信文書２ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 受発信 発信文書３ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 受発信 発信文書４ 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 地域特定業
務

セミナー関連資料 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 地域特定業
務

業界団体等 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 地域特定業
務

熊本県庁・県内自治体 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 地域特定業
務

県内企業・県内大学 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2021年度 熊本 地域特定業
務

国地方局 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄
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2021年度 熊本 予算・経理 経理証憑綴（控） 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　熊
本貿易情報センター長

廃棄

2002年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20030401 30年 20330331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2003年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20040401 30年 20340331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2004年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20050401 30年 20350331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2005年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20060401 30年 20360331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2006年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20070401 30年 20370331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2007年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20080401 30年 20380331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2008年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20090401 30年 20390331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2009年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20100401 30年 20400331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2010年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20110401 30年 20410331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2011年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20120401 30年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2012年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2012年度 大分 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2012年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2013年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2013年度 大分 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2013年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2014年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2014年度 大分 事務所管理 伺い文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2014年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2015年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2015年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2015年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2016年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2016年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2016年度 大分 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2016年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄
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2017年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2017年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2017年度 大分 事務所管理 発信文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2017年度 大分 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2017年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2018年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2018年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2018年度 大分 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2018年度 大分 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2018年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 伺い文書　４ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 出張関連文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 事務所管理 役立ち度調査 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2019年度 大分 予算・経理 会議費伺い・報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2020年度 大分 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 ビジネスサポート関連文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

161/171



日本貿易振興機構　法人文書ファイル管理簿

2022年8月12日現在

作成・取得
年度

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存
期間

保存期間
満了日

媒体種別 保存場所 管理者 保存期間
満了時の
措置

備考

2021年度 大分 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 伺い文書　４ 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 事務引継書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 受信文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 出張関連文書 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2021年度 大分 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　大
分貿易情報センター長

廃棄

2015年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 宮崎 事務所管理 伺い文書１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2015年度 宮崎 事務所管理 伺い文書２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 宮崎 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2016年度 宮崎 事務所管理 地域間交流支援事業伺い文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 伺い文書１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 伺い文書２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 地域間交流支援事業伺い文書１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 地域間交流支援事業伺い文書２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 物品受入票／物品移管票 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2017年度 宮崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄
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2018年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 伺い文書１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 伺い文書２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 借館契約関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 出張関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 物品受入票／物品移管票 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2018年度 宮崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事業 事業実施関連文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事業 事業実施関連文書　２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　３ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　４ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　５ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　６ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　７ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　８ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書　９ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 受発信 文書管理関連文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2019年度 宮崎 受発信 文書管理関連文書　２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託）２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 伺い文書１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 伺い文書２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 伺い文書３ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 宮崎 事務所管理 事務所管理関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 借館契約関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 受発信文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 出張関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 出張報告書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 物品受入票／物品移管票 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（CD、
DVD、HDD
等）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2020年度 宮崎 事務所管理 報告書関連 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 各種申請書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 経理伝票・証憑控え 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 伺い文書　１ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 伺い文書　２ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 伺い文書　３ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 伺い文書　４ 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 伺い文書（受託） 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 借館契約関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 受発信文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 出張関連文書 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2021年度 宮崎 事務所管理 報告書関連 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　宮
崎貿易情報センター長

廃棄

2000年度 鹿児島 事務所管理 かごしま海外ビジネス支援センター設置運営協定
書

貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20010401 30年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2011年度 鹿児島 事務所管理 かごしま海外ビジネス支援センター設置運営協定
書

貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20120401 30年 20420331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 総合調整 総合企画 契約・決裁書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 総合調整 総合企画 契約・決裁書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2012年度 総合調整 総合企画 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20130401 30年 20430331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 鹿児島 総合企画 契約・決裁書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄
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2013年度 鹿児島 総合企画 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20140401 30年 20440331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2013年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 鹿児島 事務所管理 契約・決裁書類等 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20150401 30年 20450331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2014年度 鹿児島 予算・経理 ビジネスサポートサービス請求伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 鹿児島 予算・経理 ビジネスサポートサービス請求伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20160401 30年 20460331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部１） 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2015年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 事業 地域団体商標海外展開支援事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 30年 20470331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 予算・経理 ビジネスサポートサービス請求伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2016年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 予算・経理 ビジネスサポートサービス請求伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 事業 承認・申請書類１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 事業 承認・申請書類２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 30年 20480331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 受発信 文書収受簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2017年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 事業 承認・申請書類１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 事業 承認・申請書類２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 30年 20490331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄
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2018年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 予算・経理 ビジネスサポートサービス請求伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2018年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 うんまか鹿児島輸出商談会 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 ジェトロ食品輸出商談会ｉｎ鹿児島 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 ビジネスサポートサービス 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 海外コーディネーター事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 外部委員会 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 外部会議・セミナー 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 受託事業１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 受託事業２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 出張報告書 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事業 情報提供セミナー 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 30年 20500331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部１） 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部２） 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2019年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄
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2019年度 鹿児島 予算・経理 経理伝票控 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 コーディネーター事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 ビジネスサポートサービス１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 ビジネスサポートサービス２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 外部委員会 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 外部会議・セミナー 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 受託事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 出張報告書 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 商社マッチング 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 8年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 情報提供セミナー 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 地域団体商標海外展開支援事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事業 輸出プロモーター事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 30年 20510331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部１） 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 予算・経理 契約・決裁書類等 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2020年度 鹿児島 予算・経理 経理伝票控 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 コーディネーター事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 セミナー関連資料１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 セミナー関連資料２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 ビジネスサポートサービス１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 ビジネスサポートサービス２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 外部委員会 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄
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2021年度 鹿児島 事業 外部会議・セミナー 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 受託事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 出張報告書 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 承認・申請書類等３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事業 輸出プロモーター事業 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 30年 20520331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事務所管理 借館契約 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（外部）１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（外部）２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）１ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）２ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）３ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）４ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）５ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 受発信 受発信文書（内部）６ 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 1年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 予算・経理 経費支出伺い 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

2021年度 鹿児島 予算・経理 経理伝票控 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　鹿
児島貿易情報センター
長

廃棄

1970年度 沖縄 事務所管理 開設関連文書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

19710401 55年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：5年

2003年度 沖縄 事務所管理 平成１５年度～平成２３年度　決裁文書管理簿（２０
０４年１月１日～２０１２年３月３１日）

貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20040401 38年 20420331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2009年度 沖縄 事務所管理 事務引き継ぎ書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20100401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2010年度 沖縄 予算・経理 平成２２年度　受発信文書（予算要求書類） 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20110401 15年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：5年

2012年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20130401 30年 20430331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2012年度 沖縄 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20130401 10年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2013年度 沖縄 事務所管理 非常勤嘱託関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20140401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄
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2013年度 沖縄 事務所管理 労働者派遣契約書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2013年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20140401 30年 20440331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2013年度 沖縄 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20140401 10年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2014年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20150401 30年 20450331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2014年度 沖縄 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20150401 10年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2015年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20160401 30年 20460331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2015年度 沖縄 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20160401 10年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2016年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20170401 30年 20470331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2016年度 沖縄 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20170401 10年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 30年 20480331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事業 セミナー　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事業 対日投資関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事務所管理 契約書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 事務所管理 法人税関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 受発信 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 10年 20280331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2017年度 沖縄 受発信 伺い　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20180401 5年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 30年 20490331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 伺い　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 伺い　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 事務所借館契約 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 負担金関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 10年 20290331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2018年度 沖縄 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20190401 5年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事業 沖縄大交易会実行委員会関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年
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2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　４ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　５ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　６ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 外部委員関連　７ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄 当初の保存期間満了日：
2021年3月31日 
延長年数：2年

2019年度 沖縄 事業 商談会 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事業 泡盛関連事業 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 会長関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 社内報 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 常用 - 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 分担金関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 10年 20300331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事業 出張報告書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 3年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 30年 20500331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2019年度 沖縄 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20200401 5年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 沖縄大交易会実行委員会関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 外部委員関連　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 外部委員関連　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 外部委員関連　３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 外部委員関連　４ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 外部委員関連　５ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 出張報告書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事業 商談会 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 30年 20510331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄
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2020年度 沖縄 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 3年 20240331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 分担金関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 10年 20310331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2020年度 沖縄 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20210401 5年 20260331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 メールマガジン 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 沖縄大交易会実行委員会関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 外部委員関連　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 外部委員関連　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 外部委員関連　３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 外部委員関連　４ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 外部委員関連　５ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 出張報告書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 商談会　１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事業 商談会　２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 「中小企業事業者の県外・海外向け販路拡大支援
事業」事業報告書

貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 レンタカー・私有車業務使用 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 決裁文書管理簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 30年 20520331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 在宅勤務業務日報 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 伺い１ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 伺い２ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 伺い３ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 3年 20250331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 伺い４ 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 受信文書 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 1年 20230331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 分担金関連 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 10年 20320331 紙 執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄

2021年度 沖縄 事務所管理 文書収受簿 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

20220401 5年 20270331 電子（クラウ
ド・共有サー
バー内）

執務室 貿易情報センター　沖
縄貿易情報センター長

廃棄
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