
附属図書館

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

会議 学内会議 弘前大学附属図書館協議会綴 30年

会議 学内会議 附属図書館運営委員会綴 30年

会議 学外会議 国立大学図書館協議会綴 10年

会議 学外会議 国立大学図書館東北地区協議会綴 10年

会議 学外会議 東北地区大学図書館協議会綴 10年

会議 学外会議 青森県高等教育機関図書館協議会綴 10年

会議 学外会議 東北地区協会関係綴 10年

会議 学外会議 東北地区医学図書館協会総会綴 10年

会議 学外会議 日本図書館協会総会綴 10年

会議 学内会議 医学研究科図書委員会綴 10年

会議 学内会議 保健学研究科図書委員会綴 10年

会議 学内会議 医学部分館運営委員会綴 10年

会議 学内会議 資料館運営委員会 30年

会議 学内会議 資料館企画運営員会議 30年

国有財産 帳簿・帳票 国有財産監守指定簿 10年

人事関係 研修・表彰 研修・講習に関する綴 10年

人事関係 福利・厚生 退職手当に関する綴 10年

調査・報告 指定統計 図書館実態調査（文部省）綴 10年

調査・報告 指定統計 学術情報基盤実態調査綴 10年

調査・報告 利用統計 図書館調査（日本図書館協会）綴 10年

物品 帳簿・帳票 資産台帳 10年 電子情報

予算 概算要求関係 概算要求関係綴 10年

役務 報告 清掃確認簿 1年

役務 報告 作業完了報告書 1年

広報 刊行物 弘前大学附属図書館概要 30年

広報 刊行物 弘前医学 30年

人事関係 任免 定員関係綴 30年

中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画綴 30年

調査・報告 利用統計調査 利用統計（参考） 30年

調査・報告 利用統計調査 利用統計（閲覧） 30年

調査・報告 利用統計調査 利用統計調査 30年

調査・報告 蔵書統計 蔵書統計 30年

物品 帳簿・帳票 図書目録（データ） 30年

予算 予算関連調書 会計関係調書綴 3年

その他 講演会 学術講演会関係綴 5年

その他 コンテスト 弘前大学学生言語力大賞コンテスト 5年

その他 コンテスト 附属図書館POPコンテスト 3年

その他 その他 弘前大学歴史的資料に関する調査綴 5年

その他 その他 弘前大学６０年史編纂専門委員会綴 5年

外部資金 受託事業 国立情報学研究所受託事業綴 5年

外部資金 寄附金 寄附金受入関係綴 5年

給与 帳簿・帳票 基準給与簿 5年

契約 支出契約 外国雑誌契約伺 5年

契約 支出契約 電子リソースの利用契約伺 5年

契約 支出契約 外国雑誌精算関連綴 5年

契約 支出契約 製本に関する綴 5年

検査・監査 会計内部監査 会計内部監査関係綴 5年

支出 帳簿・帳票 予算差引簿 5年

収入 その他 金庫管守関係綴 5年
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収入 命免 出納員発令関係綴 5年

収入 債権 債権発生等通知書綴 5年

人事関係 給与 諸手当関係綴 5年

人事関係 勤務時間・休暇 出勤簿 5年

人事関係 勤務時間・休暇 休暇簿 3年

人事関係 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿 5年

人事関係 研修・表彰 永年勤続表彰綴 5年

人事関係 任免 非常勤に関する綴 5年

調査・報告 その他 図書館関係調査綴 5年

調査・報告 その他 大学情報データベース調査綴 5年

法令 事務取扱規定 学外一般通知文書（文部省）綴 5年

予算 予算配当 予算関係通知等綴 5年

予算 予算配当 謝金支払関係綴 5年

予算 経費要求 部局予算案綴 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 相互利用 図書貸借申込書綴 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 相互利用 全頁複写許可願綴 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 相互利用 文献複写料金猶予許可願綴 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 閲覧 図書貸出簿 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 閲覧 利用者管理簿 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 閲覧 貴重資料利用申請書綴 5年

利用ｻｰﾋﾞｽ 相互貸借 文献複写申込綴 3年

利用ｻｰﾋﾞｽ 相互貸借 学内ILL利用申請書 3年

利用ｻｰﾋﾞｽ 利用願 他大学図書館等利用願綴 3年

利用ｻｰﾋﾞｽ 利用願 他大学利用願綴 3年

利用ｻｰﾋﾞｽ 利用願 特別閲覧願綴 3年

契約 支出契約 支出契約決議書 7年

収入 帳簿・帳票 現金収入簿 7年

収入 帳簿・帳票 現金領収確認書 7年

収入 帳簿・帳票 領収書原符 7年

収入 帳簿・帳票 領収書受払簿 7年

出張関係 旅行命令 旅行命令簿・復命書 7年

出張関係 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書 7年

予算 予算振替 予算振替依頼書綴 7年

予算 帳簿・帳票 文献複写予算振替書綴 7年

予算 帳簿・帳票 ILL文献複写等料金相殺金額一覧 7年

契約 委託 販売委託契約書綴
契約終
了後5年

契約 出版 出版契約書綴
契約終
了後5年

歳入 債権 債権発生通知書綴 5年

支出 帳票 支出契約決議書・振替伝票・謝金支出依頼書綴 7年

予算 予算管理 出版会予算関連綴 5年

会議 学内会議 出版会運営委員会綴 5年

人事関係 任免 出版会委員の委嘱等綴 30年

文書管理 年度計画 中期目標・中期計画・年度計画関係綴 30年

文書管理 公印 公印関係綴 30年
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