
令和4年度愛知労働局　標準文書保存期間基準準則（保存期間表）
事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書

の類型
具体例 大分類 中分類 小分類

（行政文書ファイル等の名称）
保存期間 文書管理

規則の別
表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

総務業務に係る事項 総務業務例規通達 例規通達関係 例規通達綴 総務 総務業務例規通達 例規通達綴 10 － 廃棄

総務業務に関連する事項 総務業務通達 通達関係 総務関係通達綴 総務 総務 総務関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務報告 報告 報告関係 総務 総務 報告関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務会議 会議 会議 総務 総務 会議関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務復命書 復命書関係 復命書 総務 総務 復命書関係綴 5又は3 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌 総務 総務 事務分掌関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書関係諸規定 文書関係規定 総務 総務 文書関係規定 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 公示訓令関係 公示訓令原簿 総務 文書 公示訓令原簿 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

局収受文書台帳 総務 文書 局収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

局発議文書台帳 総務 文書 局発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

部収受文書台帳 総務 文書 部収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

部発議文書台帳 総務 文書 部発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 秘密文書の管理を行うた
めの帳簿

秘密文書管理簿 総務 文書 秘密文書管理簿 未定 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 秘密文書の管理を行うた
めの帳簿

極秘文書管理簿 総務 文書 極秘文書管理簿 未定 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 料金後納郵便物差出票 総務 文書 料金後納郵便物差出票 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便物等受付送
付

特殊取扱郵便物等受付送
付簿

総務 文書 特殊取扱郵便物等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 公印印刷文書関係 公印報告関係綴 総務 文書 公印報告関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき文書

行政文書ファイル管理簿 総務 文書 行政文書ファイル管理簿 常用 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

総務 文書 廃棄簿 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理に係る自主点検
及び監査

文書管理監査・家内点検
等・文書整理週間綴

総務 総務 文書管理監査・家内点検等・文書整理週間綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理状況調査報告関
係

報告関係綴（文書関係） 総務 総務 報告関係綴（文書関係） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 保有個人情報開示請求書
（写）綴

総務 個人情報保護 保有個人情報開示請求書（写）綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 保有個人情報（不）開示決
定通知書（写）綴

総務 個人情報保護 保有個人情報（不）開示決定通知書（写）綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 保有個人情報開示請求書
（総務課）綴

総務 個人情報保護 保有個人情報開示請求書（総務課）綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 保有個人情報（不）開示決
定通知書（総務課）綴

総務 個人情報保護 保有個人情報（不）開示決定通知書（総務課）
綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯個人情報保護法関係 個人情報保護法関係綴 総務 個人情報保護 個人情報保護法関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個人情報保護 施行状況調査報告関係 保有個人情報施行状況報
告

総務 個人情報保護 保有個人情報施行状況報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 審査請求等綴 総務 個人情報保護 審査請求等綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 行政文書開示請求書（写）
綴

総務 情報公開 行政文書開示請求書（写）綴 5 － 廃棄

総務部総務課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 行政文書（不）開示決定通
知書(写)綴

総務 情報公開 行政文書（不）開示決定通知書(写)綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 行政文書開示請求書(総務
課)綴

総務 情報公開 行政文書開示請求書(総務課)綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 行政文書（不）開示決定通
知書（総務課）綴

総務 情報公開 行政文書（不）開示決定通知書（総務課）綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書 開示請求関係　収入印紙
貼用簿

総務 情報公開 開示請求関係　収入印紙貼用簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯情報公開法 情報公開法関係綴 総務 情報公開 情報公開法関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

情報公開 施行状況調査報告 情報公開施行状況報告 総務 情報公開 情報公開施行状況報告 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係綴 総務 総務 情報セキュリティ関係綴 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 愛知局システム関係綴 総務 総務 愛知局システム関係綴 1 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等  外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

総務 庶務  外部電磁的記録媒体貸出許可簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等  外部電磁的記録媒体登録
簿

総務 庶務  外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 休職（復職）（基準関係） 総務 人事 休職（復職）（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 併任関係綴（監督官） 総務 人事 併任関係綴（監督官） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 労働基準監督官採用試験
関係

総務 人事 労働基準監督官採用試験関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 新規採用職員関係（安定
関係）

総務 人事 新規採用職員関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 人事異動発令内申（昇任、
配置換等）（安定関係）

総務 人事 人事異動発令内申（昇任、配置換等）（安定関
係）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 併任（解除）（安定関係） 総務 人事 併任（解除）（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 局間異動関係綴（安定関
係）

総務 人事 局間異動関係綴（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 休職（復職）（安定関係） 総務 人事 休職（復職）（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 任免（育児休業等） 総務 人事 任免（育児休業等） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 新規採用職員関係（基準
関係）

総務 人事 新規採用職員関係（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 定期検査及び交替検査検
査員辞令関係

総務 人事 定期検査及び交替検査検査員辞令関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 相談員採用関係（安定関
係）

総務 非常勤職員 相談員採用関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 庁費支弁職員委嘱関係
（安定関係）

総務 非常勤職員 庁費支弁職員委嘱関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種報告関係 長期病休（基準関係） 総務 人事 長期病休（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種報告関係 長期病休（安定関係） 総務 人事 長期病休（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事統計報告関係 人事統計報告 総務 人事 人事統計報告 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事記録 人事記録 総務 人事 人事記録 常用 － 未定

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 副検事選考関係 総務 人事 副検事選考関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 局間異動関係綴（基準関
係）

総務 人事 局間異動関係綴（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 人事関係綴 総務 人事 人事関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 各種証明関係綴（安定関
係）

総務 人事 各種証明関係綴（安定関係） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型
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13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 各種証明関係綴（基準関
係・職員）

総務 人事 各種証明関係綴（基準関係・職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 人事関係通達綴 総務 人事 人事関係通達綴 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 人事評価関係綴 総務 人事 人事評価関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 人事記録の移管 総務 人事 人事記録の移管 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 身上調査票（基準関係） 総務 人事 身上調査票（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 各種証明関係綴（基準関
係・非常勤職員）

総務 人事 各種証明関係綴（基準関係・非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 旧姓使用関係綴（基準関
係）

総務 人事 旧姓使用関係綴（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料 現住所本籍変更届（基準
関係）

総務 人事 現住所本籍変更届（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 再任用関係 再任用関係（安定関係） 総務 人事 再任用関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 再任用関係 再任用関係（基準関係） 総務 人事 再任用関係（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 都道府県との人事交流関
係

人事交流関係 総務 人事 人事交流関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 職員証関係（安定関係） 総務 人事 職員証関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 労働基準監督官証票 総務 人事 労働基準監督官証票 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 産業安全専門官・労働衛
生専門官証票

総務 人事 産業安全専門官・労働衛生専門官証票 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 職員証関係（基準関係） 総務 人事 職員証関係（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 外国人技能実習に係る立
入検査証

総務 人事 外国人技能実習に係る立入検査証 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 労働者災害補償保険審査
官証票（労働基準行政系
統）

総務 人事 労働者災害補償保険審査官証票（労働基準行
政系統）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員証交付関係 官職証明書関係綴 総務 総務 官職証明書関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 ハラスメント相談員命免関
係

セクハラ・パワハラ相談員
関係綴

総務 人事 セクハラ・パワハラ相談員関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の兼業の許可に関する
重要な経緯

兼業・営利企業就職承認
申請関係

 兼業・営利企業就職承認
申請関係

総務 服務  兼業・営利企業就職承認申請関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係  業務命令外出簿 総務 服務  業務命令外出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 暴力行為等発生報告 不当要求防止責任者選任
関係綴

総務 総務 不当要求防止責任者選任関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 暴力行為等発生報告 暴力行為等関係綴 総務 総務 暴力行為等関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 昇格、昇給内申関係 内申協議書等関係（安定
関係）

総務 給与 内申協議書等関係（安定関係） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 昇格、昇給内申関係 昇格関係綴（基準関係） 総務 給与 昇格関係綴（基準関係） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 昇格、昇給内申関係 昇給関係綴（基準関係） 総務 給与 昇給関係綴（基準関係） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 昇格、昇給内申関係 復職時調整協議関係（基
準関係）

総務 給与 復職時調整協議関係（基準関係） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 昇格、昇給内申関係 復職時調整協議関係（基
準関係）

総務 給与  復職時調整協議関係（安定関係） 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 会計四係給与関係連絡綴
（基準関係）

総務 給与 会計四係給与関係連絡綴（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 初任給関係 初任給決定関係（安定関
係）

総務 給与 初任給決定関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 退職手当の支給に関する重要な経緯退職手当の支給に関する
決定の内容が記録された
文書及び当該決定に至る
過程が記録された文書

 退職手当関係 総務 退職手当関係  退職手当関係 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当認定簿（基準関
係）

総務 諸手当 通勤手当認定簿（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当事後確認資料
（基準関係）

総務 諸手当 通勤手当事後確認資料（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当認定額等報告書
（基準関係）

総務 諸手当 通勤手当認定額等報告書（基準関係） 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤届・通勤手当認定簿
（非常勤職員）

総務 諸手当  通勤届・通勤手当認定簿（非常勤職員） 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 期末・勤勉手当関係  期末・勤勉手当関係（基準
関係）

総務 諸手当  期末・勤勉手当関係（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 期末・勤勉手当関係  期末・勤勉手当関係（安定
関係）

総務 諸手当  期末・勤勉手当関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 諸手当関係 統計調査関係綴（手当関
係）

総務 諸手当 統計調査関係綴（手当関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 住居手当関係 住居・単身赴任手当事後
確認資料（基準関係）
（2021年度）

総務 諸手当 住居・単身赴任手当事後確認資料（基準関係）
（2021年度）

6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 広域移動手当関係 広域異動手当関係綴（基
準関係）

総務 諸手当 広域異動手当関係綴（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の児童手当(子ども手当) 認定請求書関係 児童手当関係綴（基準関
係）

総務 児童手当 児童手当関係綴（基準関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の児童手当(子ども手当) 認定請求書関係 児童手当関係綴（安定関
係）

総務 児童手当 児童手当関係綴（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の児童手当(子ども手当) 現況届 現況届（安定関係） 総務 児童手当 現況届（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の災害補償 公務災害関係 公務災害関係安定系統 総務 災害補償 公務災害関係安定系統 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の災害補償 公務災害関係 公務災害関係基準系統 総務 災害補償 公務災害関係基準系統 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 総務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 職専免承認簿 総務 勤務時間 職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 代休日指定簿 総務 勤務時間  代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿 総務 勤務時間  週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員勤務日変更届 総務 勤務時間  非常勤職員勤務日変更届 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員欠勤事由確認
書

総務 勤務時間 非常勤職員欠勤事由確認書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 フレックスタイム制による出
退勤時刻記録簿

総務 勤務時間 フレックスタイム制による出退勤時刻記録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係  出勤簿（国費相談員） 総務 勤務時間  出勤簿（国費相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿（非常勤職員） 総務 勤務時間 出勤簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 早出遅出勤務請求書（労
働基準行政系統）

総務 勤務時間 早出遅出勤務請求書（労働基準行政系統） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 休憩時間変更事由届（労
働基準行政系統）

総務 勤務時間 休憩時間変更事由届（労働基準行政系統） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員任免・勤務時
間関係（安定関係）

総務 非常勤職員 非常勤職員任免・勤務時間関係（安定関係） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 委員等非常勤職員任免・
勤務時間関係（基準関係）

総務 非常勤職員 委員等非常勤職員任免・勤務時間関係（基準
関係）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 休暇簿（非常勤職員） 総務 勤務時間 休暇簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 年次休暇・特別休暇・病気
休暇

総務 勤務時間 年次休暇・特別休暇・病気休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 休暇簿（国費相談員） 総務 勤務時間 休暇簿（国費相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務予定伺・実績報
告書

総務 勤務時間  超過勤務予定伺・実績報告書 6 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務等命令簿 総務 勤務時間  超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務縮減対策 総務 超過勤務縮減 超過勤務縮減対策 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 育児休業関係 育児休業承認請求書（基
準関係）

総務 勤務時間  育児休業承認請求書（基準関係） 5 － 廃棄

16 機構及び定員に関する事項 機構・定員 組織関係 組織関係綴 総務 機構・定員 組織関係綴（基準関係） 10 － 廃棄

16 機構及び定員に関する事項 機構・定員 組織関係 人事異動（基準関係） 総務 機構・定員 人事異動（基準関係） 10 － 廃棄

16 機構及び定員に関する事項 機構・定員 組織関係 業務簡素・合理化関係綴 総務 機構・定員 業務簡素・合理化関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

ブロック研修関係 新規採用職員（東海ブロッ
ク）研修関係綴

総務 研修 新規採用職員（東海ブロック）研修関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

中央研修関係 中央研修関係綴 総務 研修 中央研修関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

地方研修関係 地方研修関係綴 総務 研修 地方研修関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

研修関係 人事院等が主催する研修
関係綴

総務 研修 人事院等が主催する研修関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車運転者指名報告 総務 職員の出張及び官
用車使用

官用車運転者指名報告 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

総務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車事故報告書 官用車事故報告書 総務 庶務 官用車事故報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 総務 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張予定書 総務 職員の出張及び官
用車使用

出張予定書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書  ETCカード貸出簿 総務 職員の出張及び官
用車使用

 ETCカード貸出簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

総務 職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 5 － 廃棄

20 栄典又は表彰に関する事
項

栄典又は表彰の授与又はは
く奪の重要な経緯

栄典又は表彰の授与又は
はく奪をするための決裁文
書及び伝達の文書

叙位・叙勲・褒章関係 総務 栄典・表彰 叙位・叙勲・褒章関係 10 20 廃棄

20 栄典又は表彰に関する事
項

栄典又は表彰の授与又はは
く奪の重要な経緯

栄典又は表彰の授与又は
はく奪をするための決裁文
書及び伝達の文書

労働行政関係功労者表彰
（愛知労働局分）

総務 栄典・表彰  労働行政関係功労者表彰（愛知労働局分） 10 20 廃棄

20 栄典又は表彰に関する事
項

栄典又は表彰の授与又はは
く奪の重要な経緯

栄典又は表彰の授与又は
はく奪をするための決裁文
書及び伝達の文書

労働行政関係功労者表彰
関係（厚生労働省分）

総務 栄典・表彰 労働行政関係功労者表彰関係（厚生労働省
分）

10 20 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 職員福利厚生  住宅事情調査綴 総務 厚生  住宅事情調査綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 職員福利厚生  職員福利厚生関係綴 総務 厚生  職員福利厚生関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 職員福利厚生 個人型確定拠出年金関係
綴

総務 厚生 個人型確定拠出年金関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 勤労者財産形成貯蓄  財形変更処理伝票等綴 総務 厚生  財形変更処理伝票等綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 勤労者財産形成貯蓄  財形記録簿綴 総務 厚生  財形記録簿綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 勤労者財産形成貯蓄 財形控除額明細書等綴 総務 厚生 財形控除額明細書等綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  健康管理関係綴 総務 厚生  健康管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  指導区分通知綴 総務 厚生  指導区分通知綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  健康診断個人表 総務 厚生  健康診断個人表 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  健康診断結果綴 総務 厚生  健康診断結果綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  健康管理医委嘱関係 総務 厚生  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  健康管理者安全管理者等
指名関係

総務 厚生  健康管理者安全管理者等指名関係 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理  ストレスチェック制度関係
綴

総務 厚生  ストレスチェック制度関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（重要物品） 総務 物品管理 物品管理簿（重要物品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（備品） 総務 物品管理 物品管理簿（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（消耗品） 総務 物品管理 物品管理簿（消耗品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 所要数調べ関係綴 総務 物品管理 所要数調べ関係綴 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品関係綴 総務 物品管理 物品関係綴 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理計算書綴 総務 物品管理 物品管理計算書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 官用車関係綴 総務 物品管理 官用車関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品亡失（損傷）報告書 総務 物品管理 物品亡失（損傷）報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿（重要物品） 総務 物品管理 物品供用簿（重要物品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿（備品） 総務 物品管理 物品供用簿（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿（消耗品） 総務 物品管理 物品供用簿（消耗品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係 物品不用決定関係綴 総務 物品管理 物品不用決定関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得修繕関係 物品取得関係綴 総務 物品管理 物品取得関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求関係 物品取得等起案文書関係
綴

総務 庶務 物品取得等起案文書関係綴 5 － 廃棄

法令遵守に関する事項 法令遵守 法令遵守委員会 法令遵守関係綴 総務 法令遵守 法令遵守関係綴 5 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係  防災関係綴 総務 防災  防災関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係  防災関係綴 愛知県・名古
屋市関係

総務 防災  防災関係綴 愛知県・名古屋市関係 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

歳入・歳出各種報告関係
綴

総務 会計 歳入・歳出各種報告関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

退職・児童手当等に係る各
種通知等綴

総務 会計 退職・児童手当等に係る各種通知等綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

官署支出官引継関係綴 総務 会計 官署支出官引継関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行要求関係（総務
課会計宛）

総務 会計 予算執行要求関係（総務課会計宛） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債主登録決議書綴 総務 支出 債主登録決議書綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

取消決議書綴 総務 支出 取消決議書綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出予定一覧表 総務 支出 支出予定一覧表 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出決定通知確認決議書 総務 支出 支出決定通知確認決議書 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債主登録決議書綴 総務 支出 債主登録決議書綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

外国送金関係綴 総務 支出 外国送金関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支払計画及び支出負担行
為計画示達表綴

総務 支出 支払計画及び支出負担行為計画示達表綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金所要額内訳書綴 総務 支出 前渡資金所要額内訳書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

個別零精算決議関係綴 総務 支出 個別零精算決議関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

科目更正関係綴 総務 支出 科目更正関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

振込不能訂正関係綴 総務 支出 振込不能訂正関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

概算払旅費同額精算関係
綴

総務 支出 概算払旅費同額精算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

赴任旅費関係綴 総務 支出 赴任旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

未処理事項調書関係綴 総務 支出 未処理事項調書関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出決定簿 総務 支出 支出決定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出済一覧表 総務 支出 支出済一覧表 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前金払・概算払整理簿 総務 支出 前金払・概算払整理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出科目別支出負担行為
整理番号一覧表

総務 支出 支出科目別支出負担行為整理番号一覧表 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前金払・概算払精算明細
書

総務 支出 前金払・概算払精算明細書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支払元受高差引簿 総務 支出 支払元受高差引簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出 総務 支出 支出 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

甲　資金の前渡、交付 総務 支出 甲　資金の前渡、交付 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

乙前金払・丙概算払 総務 支出 乙前金払・丙概算払 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

過年度支出関係綴 総務 支出 過年度支出関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

航空機・鉄道（特急等）利
用による旅費関係綴

総務 支出 航空機・鉄道（特急等）利用による旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計業務電子決裁基盤・
証拠書類管理システム

総務 支出 会計業務電子決裁基盤・証拠書類管理システ
ム

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支出計算書(官署分)及び
同付属証拠書

総務 支出 支出計算書(官署分)及び同付属証拠書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

緊急雇用安定助成金 総務 支出 緊急雇用安定助成金 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

総務 支出 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給
付金

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

勤務時間報告書 総務 支出 勤務時間報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

給与関係綴 総務 支出 給与関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

基準給与簿 総務 支出 基準給与簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

本省調査関係 総務 支出 本省調査関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書・基礎控除
申告書・配偶者控除等申
告書・所得金額調整控除
申告書・保険料控除申告

総務 支出 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書・基礎
控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額
調整控除申告書・保険料控除申告書

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

給与関係綴 総務 支出 給与関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

住民税特別徴収税額の変
更通知書綴

総務 支出 住民税特別徴収税額の変更通知書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

人件費等経理状況調綴 総務 支出 人件費等経理状況調綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

契約関係綴 総務 支出 契約関係綴 6 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

給与の口座振込関係 総務 支出 給与の口座振込関係 30 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算要求書綴 総務 予算・決算 予算要求書綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算配賦申請書綴 総務 予算・決算 予算配賦申請書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

本省からの予算配賦書綴 総務 予算・決算  本省からの予算配賦書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算配賦書綴 総務 予算・決算 予算配賦書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行調査関係等綴 総務 予算・決算 予算執行調査関係等綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

賠償償還及払戻金に係る
予算配賦申請書綴

総務 予算・決算 賠償償還及払戻金に係る予算配賦申請書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計事務補助者命免関係 総務 経理・出納 会計事務補助者命免関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費支給に関する事務連
絡関係

総務 経理・出納 旅費支給に関する事務連絡関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

ADAMS２利用者情報等関
係綴

総務 経理・出納 ADAMS２利用者情報等関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

歳入関係その他報告綴 総務 経理・出納 歳入関係その他報告綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

一般会計、東日本大震災
復興特別会計歳入徴収額
計算書附属証拠書

総務 経理・出納 一般会計、東日本大震災復興特別会計歳入徴
収額計算書附属証拠書

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

一般会計、労働保険特別
会、東日本大震災復興特
別会計債権管理計算書
（前渡資金返納金債権に
係るもの）及び附属証拠書

総務 経理・出納 一般会計、労働保険特別会、東日本大震災復
興特別会計債権管理計算書（前渡資金返納金
債権に係るもの）及び附属証拠書(送付)

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

一般会計・労働保険特別
会計前渡資金出納計算書
及び附属証拠書（送付）

総務 経理・出納 一般会計・労働保険特別会計前渡資金出納計
算書及び附属証拠書（送付）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

財政収支報告関係綴 総務 経理・出納 財政収支報告関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

返納金債権（戻入）関係綴 総務 債権管理 返納金債権（戻入）関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理補助簿 総務 債権管理 債権管理補助簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

歳入金債権関係綴 総務 債権管理 歳入金債権関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

徴収済額報告書綴 総務 債権管理 徴収済額報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係検査関係 会計検査監査受検関係綴 総務 検査 会計検査監査受検関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

人事会計経理内部監査関
係

人事会計経理内部監査 総務 検査 庶務会計経理内部監査綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 委託事業関係綴 総務 検査 委託事業関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 人事院給与簿監査関係
（安定関係）

総務 人事 人事院給与簿監査関係（安定関係） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

委員手当関係 総務 前渡資金 委員手当関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

源泉徴収票関係綴 総務 前渡資金 源泉徴収票関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

国庫金振込請求書綴 総務 前渡資金 国庫金振込請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金所要額内訳書綴 総務 前渡資金 前渡資金所要額内訳書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

小切手等受払簿 総務 前渡資金 小切手等受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

 国庫金送金・振込明細票
等受払簿

総務 前渡資金  国庫金送金・振込明細票等受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

国庫金振込請求書等訂正
決議書綴

総務 前渡資金 国庫金振込請求書等訂正決議書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金返納関係綴 総務 前渡資金 前渡資金返納関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

 国庫金送金請求書綴 総務 前渡資金  国庫金送金請求書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

政府職員等失業者退職手
当関係

総務 前渡資金 政府職員等失業者退職手当関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

失業等給付金関係 総務 前渡資金 失業等給付金関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

職業転換特別給付金関係
綴

総務 前渡資金 職業転換特別給付金関係綴 5 11(4),12(4) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金出納計算書・同
附属証拠書・失業等給付
金支払済証拠書

総務 前渡資金 前渡資金出納計算書・同附属証拠書・失業等
給付金支払済証拠書

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

振替済通知書綴 総務 前渡資金 振替済通知書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金出納計算書・同
附属証拠書・失業等給付
金支払済証拠書

総務 前渡資金 前渡資金出納計算書・同附属証拠書・失業等
給付金支払済証拠書

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金戻入関係綴 総務 前渡資金 前渡資金戻入関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

支払済保険料返還金証拠
書

総務 前渡資金 支払済保険料返還金証拠書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金出納計算書・同
附属証拠書（副本）

総務 前渡資金 前渡資金出納計算書・同附属証拠書（副本） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

 前渡資金出納計算書・同
附属証拠書・政府職員等
失業者退職手当支払済証
拠書

総務 前渡資金  前渡資金出納計算書・同附属証拠書・政府職
員等失業者退職手当支払済証拠書

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

払出決議書綴 総務 前渡資金 払出決議書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 宿舎貸与 宿舎貸与関係綴 総務 厚生 宿舎貸与関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 宿舎貸与 合同宿舎関係 総務 厚生  宿舎関係（合同・省庁別）綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 宿舎設置要求書関係 宿舎設置要求書綴 総務 厚生 宿舎設置要求書綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産関係 工事関係綴 総務 国有財産管理 工事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産関係 国有財産関係綴 総務 国有財産管理 国有財産関係綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産関係 国有財産受渡証書 総務 国有財産管理 国有財産受渡証書 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産増減及び現在額
計算書関係

国有財産増減及び現在額
報告書

総務 国有財産管理 国有財産増減及び現在額報告書 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産使用許可関係 国有財産使用許可関係綴 総務 国有財産管理 国有財産使用許可関係綴 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 公共調達 公共調達監視委員会関係 公共調達監視委員会関係
綴

総務 調達 公共調達監視委員会関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 公共調達 公共調達審査会関係 公共調達審査会関係綴 総務 調達 公共調達審査会関係綴 5 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務通達 通達 適用・徴収関係通達綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 適用・徴収関係通達綴 5 － 廃棄

総務業務に係る事項 総務業務通達 通達 総務関係通達綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 総務関係通達綴 5 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 適用・徴収関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 適用・徴収関係綴 3 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 スタンプ領収関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 広報関係綴 労働保険徴
収

広報 広報関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便物等受付送
付関係

特殊取扱郵便物等受付送
付簿

労働保険徴
収

文書台帳 特殊取扱郵便物等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 労働保険徴
収

文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書管理関係 行政文書ファイル関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 行政文書ファイル関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

労働保険徴
収

労働保険徴収文書 廃棄実施簿 30 － 廃棄

総務部労働保険徴収課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁内
使用管理簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁外
持出し許可簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体庁外持出し許可簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 非常勤職員の勤務時間の
内容等についての通知書
の写し（任免関係）

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員の勤務時間の内容等についての通
知書の写し（任免関係）

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 業務命令外出簿兼ＩＣカ－
ド使用管理簿関係綴

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿兼ＩＣカ－ド使用管理簿関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 業務命令外出簿 労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員給与簿・勤務
時間報告書

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員給与簿・勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務等命令簿 労働保険徴
収

職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務予定者報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 超過勤務予定者報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員給与簿・勤務
時間報告書

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員給与簿・勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 出張復命書（出張予定書・
出張報告）

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

出張復命書（出張予定書・出張報告） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令（依頼）簿 労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

旅行命令（依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤届 労働保険徴
収

庶務 通勤届 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿 労働保険徴
収

庶務 通勤手当認定簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

中央研修関係 中央研修関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 中央研修関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

地方研修関係 地方研修関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 地方研修関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 労働保険徴
収

庶務 防災関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務報告 報告 総務関係文書・各種報告
関係綴

労働保険徴
収

庶務 総務関係文書・各種報告関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

金券受理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 金券受理簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（スタンプ領
収）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（スタンプ領収） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

銀行取引等関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 銀行取引等関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（歳入歳出外
現金出納簿は現金出納簿
に準ずる）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（主任歳入歳出外現金出納官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（主任収入官
吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（分任歳入歳
出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（分任歳入歳出外現金出納官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（分任収入官
吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（分任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任歳入
歳出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任歳入歳出外現金出納官
吏）

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

主任歳入歳出外現金出納
官吏口座管理簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 主任歳入歳出外現金出納官吏口座管理簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

各種計算書（債権管理計
算書以外）及び証拠書

労働保険徴
収

労働保険料徴収 各種計算書（債権管理計算書以外）及び証拠
書

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏等命免簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏等命免簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏等命免関係簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏等命免関係簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏証票交付簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏証票交付簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（分任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（分任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（分任歳入
歳出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（分任歳入歳出外現金出納官
吏）

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

過誤納額整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 過誤納額整理簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

口座振替関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 口座振替関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

小切手に係る帳簿等 労働保険徴
収

労働保険料徴収 小切手に係る帳簿等 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

他官署照会及び回答綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 他官署照会及び回答綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

徴収決議書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収決議書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

徴収済額報告書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収済額報告書綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

労働保険徴
収

労働保険料徴収 適用・徴収システム関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

督促状発行決議書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 督促状発行決議書綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

保管金払込決議書関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 保管金払込決議書関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

労働保険料等納付の猶予
申請書（特例）関係綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険料等納付の猶予申請書（特例）関係
綴

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入金現金出納計算書・
検査書(控)・証明書(控)・引
継書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入金現金出納計算書・検査書(控)・証明書
(控)・引継書綴

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

主任収入官吏等補助者命
免簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 主任収入官吏等補助者命免簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

スタンプ領収使用簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 スタンプ領収使用簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

本省からの予算配賦書綴 労働保険徴
収

予算・決算 本省からの予算配賦書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算要求関係綴 労働保険徴
収

予算・決算 予算要求関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

定時（臨時）検査書 労働保険徴
収

経理・出納 定時（臨時）検査書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

労働保険料徴収 延滞金納付書発送関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 延滞金納付書発送関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

決算関係報告書 決算関係報告書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 決算関係報告書 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

労働保険料徴収 原符等廃棄関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 原符等廃棄関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入徴収額計算書 歳入徴収額計算書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 歳入徴収額計算書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券再委託現在
高証明書関係

納付受託証券再委託現在
高証明書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券再委託現在高証明書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券再委託受払
簿

納付受託証券再委託受払
簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券再委託受払簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券整理簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券不渡等決議
書関係

納付受託証券不渡等決議
書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券不渡等決議書綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券報告書関係 納付受託証券報告書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券報告書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

不納欠損証拠書 不納欠損証拠書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損証拠書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

収入官吏領収済通知書 収入官吏領収済通知書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏領収済通知書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入歳出予算科目解説書 歳入歳出予算科目解説書 労働保険徴
収

予算・決算 歳入歳出予算科目解説書 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

人事会計経理内部監査関
係

内部監査綴 労働保険徴
収

庶務 内部監査綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 現金払込仕訳関係 現金払込仕訳書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託証書受払簿(主任
収入官吏)

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証書受払簿(主任収入官吏) 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託証書受払簿(分任
収入官吏の職にある職員
分)

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証書受払簿(分任収入官吏の職にあ
る職員分)

3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 滞納処分関係 滞納処分関係書類 労働保険徴
収

労働保険料徴収 滞納処分関係書類 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 収入官吏領収済額報告書
送付票・領収済額報告書
関係

収入官吏領収済額報告書
送付票・領収済額報告書
綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏領収済額報告書送付票・領収済額報
告書綴

3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 収納関係変更デ－タ入力
票関係

収納関係変更デ－タ入力
票・同(充当)綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収納関係変更デ－タ入力票・同(充当)綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 滞納整理関係 滞納整理実施計画綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 滞納整理実施計画綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 徴収決定（変更）デ－タ入
力票関係

徴収決定（変更）デ－タ入
力票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収決定（変更）デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 徴収職員証票等関係 徴収職員証票等関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収職員証票等関係綴 1 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 日雇関係 日雇関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 日雇関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託に係る帳簿・証書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付督励関係 納付督励業務関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付督励業務関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 不納欠損（変更）デ－タ入
力票関係

不納欠損(変更)デ－タ入力
票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損(変更)デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 不納欠損整理関係 不納欠損整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損整理簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 保険料変更デ－タ入力票
関係

保険料・拠出金変更デ－タ
入力票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 保険料・拠出金変更デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 未登記収納デ－タ登記用
入力票関係

未登記収納デ－タ登記用
入力帳票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 未登記収納デ－タ登記用入力帳票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 証明関係 労働保険料納付証明申請
書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険料納付証明申請書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納入告知書等返戻及び調
査書関係

納入告知書等返戻及び調
査書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納入告知書等返戻及び調査書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 労働保険実地指導関係 労働保険実地指導関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険実地指導関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 課内会議関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 課内会議関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 愛知社会保険・労働保険
徴収事務 連絡協議会関係
綴

労働保険徴
収

会議・研修 愛知社会保険・労働保険徴収事務 
連絡協議会関係綴

常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 行政体制等検討委員会・
総務・雇均部会 
徴収部門作業部会会議綴

労働保険徴
収

会議・研修 行政体制等検討委員会・総務・雇均部会 
徴収部門作業部会会議綴

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 各種会議綴 労働保険徴
収

会議・研修 各種会議綴 3 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務通達 通達 適用・徴収関係通達綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 適用・徴収関係通達綴 5 － 廃棄

総務業務に係る事項 総務業務通達 通達 総務関係通達綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 総務関係通達綴 5 － 廃棄

総務部労働保険適用・事務組合課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
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適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 適用・徴収関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 適用・徴収関係綴 3 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 スタンプ領収関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

適用徴収業務に係る事項 適用徴収業務文書 文書 広報関係綴 労働保険徴
収

広報 広報関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便物等受付送
付関係

特殊取扱郵便物等受付送
付簿

労働保険徴
収

文書台帳 特殊取扱郵便物等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 労働保険徴
収

文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書管理関係 行政文書ファイル関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収文書 行政文書ファイル関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

労働保険徴
収

労働保険徴収文書 廃棄実施簿 30 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁内
使用管理簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁外
持出し許可簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体庁外持出し許可簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

労働保険徴
収

庶務 外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 非常勤職員の勤務時間の
内容等についての通知書
の写し（任免関係）

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員の勤務時間の内容等についての通
知書の写し（任免関係）

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 業務命令外出簿兼ＩＣカ－
ド使用管理簿関係綴

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿兼ＩＣカ－ド使用管理簿関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 業務命令外出簿 労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員給与簿・勤務
時間報告書

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員給与簿・勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務等命令簿 労働保険徴
収

職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務予定者報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 超過勤務予定者報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 労働保険徴
収

職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員給与簿・勤務
時間報告書

労働保険徴
収

職員の勤務時間 非常勤職員給与簿・勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 出張復命書（出張予定書・
出張報告）

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

出張復命書（出張予定書・出張報告） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令（依頼）簿 労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

旅行命令（依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

労働保険徴
収

職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤届 労働保険徴
収

庶務 通勤届 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿 労働保険徴
収

庶務 通勤手当認定簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

中央研修関係 中央研修関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 中央研修関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する重要な
経緯

地方研修関係 地方研修関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 地方研修関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 労働保険徴
収

庶務 防災関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務報告 報告 総務関係文書・各種報告
関係綴

労働保険徴
収

庶務 総務関係文書・各種報告関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

金券受理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 金券受理簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（スタンプ領
収）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（スタンプ領収） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

銀行取引等関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 銀行取引等関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（歳入歳出外
現金出納簿は現金出納簿
に準ずる）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（主任歳入歳出外現金出納官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（主任収入官
吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（分任歳入歳
出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（分任歳入歳出外現金出納官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（分任収入官
吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金出納簿（分任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任歳入
歳出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任歳入歳出外現金出納官
吏）

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

主任歳入歳出外現金出納
官吏口座管理簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 主任歳入歳出外現金出納官吏口座管理簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

各種計算書（債権管理計
算書以外）及び証拠書

労働保険徴
収

労働保険料徴収 各種計算書（債権管理計算書以外）及び証拠
書

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏等命免簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏等命免簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏等命免関係簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏等命免関係簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏証票交付簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏証票交付簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（分任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（分任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（分任歳入
歳出外現金出納官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（分任歳入歳出外現金出納官
吏）

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

過誤納額整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 過誤納額整理簿 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

口座振替関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 口座振替関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

小切手に係る帳簿等 労働保険徴
収

労働保険料徴収 小切手に係る帳簿等 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

他官署照会及び回答綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 他官署照会及び回答綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

徴収決議書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収決議書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

徴収済額報告書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収済額報告書綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

労働保険徴
収

労働保険料徴収 適用・徴収システム関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

督促状発行決議書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 督促状発行決議書綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

保管金払込決議書関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 保管金払込決議書関係綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

労働保険料等納付の猶予
申請書（特例）関係綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険料等納付の猶予申請書（特例）関係
綴

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入金現金出納計算書・
検査書(控)・証明書(控)・引
継書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入金現金出納計算書・検査書(控)・証明書
(控)・引継書綴

5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

主任収入官吏等補助者命
免簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 主任収入官吏等補助者命免簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書（主任収入
官吏）

労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金領収証書（主任収入官吏） 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

スタンプ領収使用簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 スタンプ領収使用簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

本省からの予算配賦書綴 労働保険徴
収

予算・決算 本省からの予算配賦書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算要求関係綴 労働保険徴
収

予算・決算 予算要求関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

定時（臨時）検査書 労働保険徴
収

経理・出納 定時（臨時）検査書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

労働保険料徴収 延滞金納付書発送関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 延滞金納付書発送関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

決算関係報告書 決算関係報告書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 決算関係報告書 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

労働保険料徴収 原符等廃棄関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 原符等廃棄関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入徴収額計算書 歳入徴収額計算書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 歳入徴収額計算書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券再委託現在
高証明書関係

納付受託証券再委託現在
高証明書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券再委託現在高証明書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券再委託受払
簿

納付受託証券再委託受払
簿

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券再委託受払簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券整理簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券不渡等決議
書関係

納付受託証券不渡等決議
書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券不渡等決議書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

納付受託証券報告書関係 納付受託証券報告書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証券報告書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

不納欠損証拠書 不納欠損証拠書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損証拠書 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

収入官吏領収済通知書 収入官吏領収済通知書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏領収済通知書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入歳出予算科目解説書 歳入歳出予算科目解説書 労働保険徴
収

予算・決算 歳入歳出予算科目解説書 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

人事会計経理内部監査関
係

内部監査綴 労働保険徴
収

庶務 内部監査綴 5 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 現金払込仕訳関係 現金払込仕訳書綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託証書受払簿(主任
収入官吏)

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証書受払簿(主任収入官吏) 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託証書受払簿(分任
収入官吏の職にある職員
分)

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託証書受払簿(分任収入官吏の職にあ
る職員分)

3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 滞納処分関係 滞納処分関係書類 労働保険徴
収

労働保険料徴収 滞納処分関係書類 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 収入官吏領収済額報告書
送付票・領収済額報告書
関係

収入官吏領収済額報告書
送付票・領収済額報告書
綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収入官吏領収済額報告書送付票・領収済額報
告書綴

3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 収納関係変更デ－タ入力
票関係

収納関係変更デ－タ入力
票・同(充当)綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 収納関係変更デ－タ入力票・同(充当)綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 滞納整理関係 滞納整理実施計画綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 滞納整理実施計画綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 徴収決定（変更）デ－タ入
力票関係

徴収決定（変更）デ－タ入
力票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収決定（変更）デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 徴収職員証票等関係 徴収職員証票等関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 徴収職員証票等関係綴 1 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 日雇関係 日雇関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 日雇関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書
関係

納付受託に係る帳簿・証書 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付受託に係る帳簿・証書 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納付督励関係 納付督励業務関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 納付督励業務関係綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 不納欠損（変更）デ－タ入
力票関係

不納欠損(変更)デ－タ入力
票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損(変更)デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 不納欠損整理関係 不納欠損整理簿 労働保険徴
収

労働保険料徴収 不納欠損整理簿 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 保険料変更デ－タ入力票
関係

保険料・拠出金変更デ－タ
入力票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 保険料・拠出金変更デ－タ入力票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 未登記収納デ－タ登記用
入力票関係

未登記収納デ－タ登記用
入力帳票綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 未登記収納デ－タ登記用入力帳票綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 証明関係 労働保険料納付証明申請
書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険料納付証明申請書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 納入告知書等返戻及び調
査書関係

納入告知書等返戻及び調
査書綴

労働保険徴
収

労働保険料徴収 納入告知書等返戻及び調査書綴 3 － 廃棄

12，15 法人の権利義務の得喪及
びその経緯，予算及び決算
に関する事項

労働保険料徴収 労働保険実地指導関係 労働保険実地指導関係綴 労働保険徴
収

労働保険料徴収 労働保険実地指導関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 課内会議関係綴 労働保険徴
収

会議・研修 課内会議関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 愛知社会保険・労働保険
徴収事務 連絡協議会関係
綴

労働保険徴
収

会議・研修 愛知社会保険・労働保険徴収事務 
連絡協議会関係綴

常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 行政体制等検討委員会・
総務・雇均部会 
徴収部門作業部会会議綴

労働保険徴
収

会議・研修 行政体制等検討委員会・総務・雇均部会 
徴収部門作業部会会議綴

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険徴収業務会議 会議 各種会議綴 労働保険徴
収

会議・研修 各種会議綴 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（事業
所内保育施設コース）関係

両立支援等助成金（事業
所内保育施設コース）関係

企画課 助成金  健康管理医委嘱関係 特定日以
後5年又は
10年(事業

終了)

12(4) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 事務連絡(総務)関係 事務連絡(総務)関係 企画課 文書 事務連絡(総務) 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 事務連絡(情報・セキュリ
ティ・システム関係)関係

事務連絡(情報・セキュリ
ティ・システム関係)関係

企画課 文書 事務連絡(情報・セキュリティ・システム関係) 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 事務連絡(その他)関係 事務連絡(その他)関係 企画課 文書 事務連絡(その他) 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 庶務・経理関係報告等関
係

庶務・経理関係報告等 企画課 庶務 庶務・経理関係報告等 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 共済関係報告等関係 共済関係報告等 企画課 庶務 共済関係報告等 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 予算関係綴関係 予算関係綴 企画課 庶務 予算関係綴 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 記者発表資料関係 記者発表資料 企画課 広報 広報に関する報告 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 取材対応記録関係 取材対応記録 企画課 広報 取材対応記録 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 記者発表資料関係 記者発表資料 企画課 広報 死亡災害報告情報等 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 記者発表資料関係 記者発表資料 企画課 広報 出勤簿 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 記者発表資料関係 記者発表資料 企画課 広報 広報（その他） 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

綜合調整 遠隔審理関係綴関係 遠隔審理関係綴 企画課 総合調整 遠隔審理関係綴 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

綜合調整 局議等部内会議綴関係 局議等部内会議綴 企画課 総合調整 局議等部内会議綴 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書管理関係綴関係 行政文書管理関係綴 企画課 文書 行政文書管理関係綴 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 内部監査関係綴関係 内部監査関係綴 企画課 庶務 内部監査関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 物品購入関係綴関係 物品購入関係綴 企画課 庶務 物品購入関係綴 3 － 廃棄

公益通報に関する事項 公益通報 公益通報関係綴関係 公益通報関係綴 企画課 公益通報 公益通報関係綴 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 労働関係連絡会議（愛知
県）関係

労働関係連絡会議（愛知
県）

企画課 総合的政策 労働関係連絡会議（愛知県） 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 各種会議綴（愛知県社会
保険労務士会）関係

各種会議綴（愛知県社会
保険労務士会）

企画課 総合的政策 各種会議綴（愛知県社会保険労務士会） 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 金融機関との包括連携協
定関係

金融機関との包括連携協
定

企画課 総合的政策 金融機関との包括連携協定 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 各種会議綴（連合愛知）関
係

各種会議綴（連合愛知） 企画課 総合的政策 各種会議綴（連合愛知） 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 各種会議綴（愛知県経営
者協会）関係

各種会議綴（愛知県経営
者協会）

企画課 総合的政策 各種会議綴（愛知県経営者協会） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係関係 出勤簿 企画課 勤務時間 出勤簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係関係 休暇簿 企画課 勤務時間 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 企画課 勤務時間 相談員勤務状況報告書（相談員・庁費支弁） 5 － 廃棄

雇用環境・均等部企画課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 企画課 勤務時間 勤務日変更届・欠勤事由確認書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務等命令簿 企画課 勤務時間 超過勤務命令簿綴(相談員) 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 企画課 勤務時間 出勤簿(相談員) 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿 企画課 勤務時間 休暇簿（相談員) 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務予定伺・実績報
告書

企画課 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務命令簿 企画課 勤務時間 超過勤務命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 勤務時間報告書 企画課 勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 通達綴関係 通達綴 企画課 文書 通達綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当認定簿（相談員）
関係

通勤手当認定簿（相談員） 企画課 庶務 通勤手当認定簿（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 旅費関係（出張予定・報告
書、旅費請求書）関係

旅費関係（出張予定・報告
書、旅費請求書）

企画課 庶務 旅費関係（出張予定・報告書、旅費請求書） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車の使
用

旅行命令簿関係 旅行命令簿 企画課 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等関
係

外部電磁的記録媒体関係
管理簿

企画課 庶務 外部電磁的記録媒体関係管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 雇用均等一般 非常勤職員任免関係綴関
係

非常勤職員任免関係綴 企画課 庶務 非常勤職員任免関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係綴関係 通勤手当関係綴 企画課 庶務 通勤手当関係綴 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合的政策 愛知正社員転換・待遇改
善実現本部関係

愛知正社員転換・待遇改
善実現本部

企画課 総合的政策 愛知正社員転換・待遇改善実現本部 5 － 廃棄

14 公示、訓令及び通達の制定
又は改廃及びその経緯

総合的政策 行政運営方針関係 行政運営方針 企画課 総合的政策 行政運営方針 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者虐待防止法 障害者虐待防止法関係綴
関係

障害者虐待防止法関係綴 企画課 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法関係綴 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 人材確保等支援助成金
（テレワークコース）関係

人材確保等支援助成金
（テレワークコース）

企画課 助成金 人材確保等支援助成金（テレワークコース） 5 12(4) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 総合労働相談員等勤務計
画関係

総合労働相談員等勤務計
画

指導課 勤務時間 総合労働相談員等勤務計画 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 相談員勤務状況報告書
（総合労働相談員等）関係

相談員勤務状況報告書
（総合労働相談員等）

指導課 勤務時間 相談員勤務状況報告書（総合労働相談員等） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
画書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

委員手当等関係 委員手当等関係綴 指導課 勤務時間 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務日変更届・欠勤事由
確認書

指導課 勤務時間 勤務日変更届・欠勤事由確認書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務予定伺・実績報
告書

指導課 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務命令簿 指導課 勤務時間 超過勤務命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務命令簿綴（総合
労働相談員及びその他相
談員）

指導課 勤務時間 超過勤務命令簿綴（総合労働相談員及びその
他相談員）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当認定簿（相談員）
関係

通勤手当認定簿（相談員） 指導課 庶務 通勤手当認定簿（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 雇用均等一般 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係 指導課 庶務 非常勤職員任免関係 5 13 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車の使
用

旅行命令簿関係 旅行命令簿 指導課 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車の使
用

旅行命令簿関係 旅費関係（出張予定・報告
書、旅費請求書）

指導課 庶務 旅費関係（出張予定・報告書、旅費請求書） 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 労働相談票等（助成金）関
係

労働相談票等（助成金） 企画課 助成金 労働相談票等（助成金） 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（出生
時両立支援コース）関係

両立支援等助成金（出生
時両立支援コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（出生時両立支援コース） 3 12(4) 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（育児
休業等支援コース）関係

両立支援等助成金（育児
休業等支援コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（育児休業等支援コース） 5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（介護
離職防止支援コース）関係

両立支援等助成金（介護
離職防止支援コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（介護離職防止支援コース） 5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（女性
活躍加速化コース）関係

両立支援等助成金（女性
活躍加速化コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（女性活躍加速化コース） 5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（新型コ
ロナウイルス感染症に関
する母性健康管理措置に
よる休暇取得支援コース）
関係

両立支援等助成金（新型コ
ロナウイルス感染症に関
する母性健康管理措置に
よる休暇取得支援コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措置による休暇取得支
援コース）

5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措
置による休暇制度導入助
成金関係

新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措
置による休暇制度導入助
成金

企画課 助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康
管理措置による休暇制度導入助成金

5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（不妊
治療両立支援コース）関係

両立支援等助成金（不妊
治療両立支援コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース） 5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 両立支援等助成金（新型コ
ロナウイルス感染症小学
校休業等対応コース）関係

両立支援等助成金（新型コ
ロナウイルス感染症小学
校休業等対応コース）

企画課 助成金 両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症
小学校休業等対応コース）

5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 新型コロナウイルス感染症
による小学校休業等対応
助成金関係

新型コロナウイルス感染症
による小学校休業等対応
助成金

企画課 助成金 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等
対応助成金

5 12(4) 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

綜合調整 行政評価関係綴関係 行政評価関係綴 企画課 総合調整 行政評価関係綴 3 － 廃棄

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会関係綴関係 審議会関係綴 企画課 審議会 審議会関係綴 5 － 移管

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 あっせん処理票綴 あっせん処理票綴 雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 あっせん処理票綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働時間等設定改善 「しわ寄せ」防止対策関係 「しわ寄せ」防止対策関係 雇用環境・均
等（指導課）

労働時間等設定改
善

しわ寄せ 10 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

在宅労働 テレワーク対策関係 テレワーク対策関係 雇用環境・均
等（指導課）

在宅労働 テレワーク対策関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労
働法指導業務関係

パートタイム・有期雇用労
働法指導業務関係

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労働法指導業務関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労
働法調停関係

パートタイム・有期雇用労
働法調停関係

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労働法調停関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労
働法紛争解決援助関係

パートタイム・有期雇用労
働法紛争解決援助関係

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労働法紛争解決援助関
係

5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労
働法報告徴収関係

パートタイム・有期雇用労
働法報告徴収関係

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 パートタイム・有期雇用労働法報告徴収関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働時間等設定改善 医療労務管理支援事業関
係

医療労務管理支援事業関
係

雇用環境・均
等（指導課）

労働時間等設定改
善

医療労務管理支援事業関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業生活両立 育児・介護休業法指導業
務関係

育児・介護休業法指導業
務関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 育児・介護休業法指導業務関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 育児・介護休業法紛争解
決援助関係

育児・介護休業法紛争解
決援助関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 育児・介護休業法紛争解決援助関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 育児・介護休業法報告徴
収関係

育児・介護休業法報告徴
収関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 育児・介護休業法報告徴収関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 一般事業主行動計画策定
等届提出等督促・指導関
係

一般事業主行動計画策定
等届提出等督促・指導関
係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 一般事業主行動計画策定等届提出等督促・指
導関係

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

かい 開示請求・決定 雇用環境・均
等（指導課）

情報公開 開示請求・決定 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務会議綴 各種会議 各種会議 雇用環境・均
等（指導課）

業務記録 各種会議 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務各種相
談綴

各種相談等(働き方・休み
方改善コンサルタント関係)
綴

各種相談等(働き方・休み
方改善コンサルタント関係)
綴

雇用環境・均
等（指導課）

労働時間等設定改
善

各種相談等(働き方・休み方改善コンサルタント
関係)綴

3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務通達綴 各種通達綴 各種通達綴 雇用環境・均
等（指導課）

受理文書 各種通達綴 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務復命書
綴

各種復命書 各種復命書 雇用環境・均
等（指導課）

業務記録 各種復命書 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務報告 各種報告関係 雇用環境・均
等（指導課）

業務報告 各種報告関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用環境・均等業務例規通
達

各種例規通達綴 雇用環境・均
等（指導課）

受理文書 各種例規通達綴 10 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

業務計画関係 業務計画関係 業務計画関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用均等一般 業務計画関係 3 － 廃棄

雇用環境・均等部指導課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 局発議文書台帳・枝番号
振出簿

局発議文書台帳・枝番号
振出簿

雇用環境・均
等（指導課）

文書 局発議文書台帳・枝番号振出簿 30 22 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

雇用機会均等 均等法指導業務関係 均等法指導業務関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 均等法指導業務関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用機会均等 均等法調停関係 均等法調停関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 均等法調停関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用機会均等 均等法紛争解決援助関係 均等法紛争解決援助関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 均等法紛争解決援助関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用機会均等 均等法報告徴収関係 均等法報告徴収関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 均等法報告徴収関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業生活両立 計画認定・変更申請書綴 計画認定・変更申請書綴 雇用環境・均
等（指導課）

有期雇用特例措置 計画認定・変更申請書綴 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 個別労働紛争解決制度関
係機関連絡協議会等綴

個別労働紛争解決制度関
係機関連絡協議会等綴

雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会
等綴

3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

広報 広報関係綴 広報関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

 事務組合 広報関係綴 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 次世代法一般事業主行動
計画策定等届受理関係

次世代法一般事業主行動
計画策定等届受理関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 次世代法一般事業主行動計画策定等届受理
関係

5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 次世代法一般事業主行動
計画認定関係

次世代法一般事業主行動
計画認定関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 次世代法一般事業主行動計画認定関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 女性活躍推進法一般事業
主行動計画策定等届出受
理関係

女性活躍推進法一般事業
主行動計画策定等届出受
理関係

雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 女性活躍推進法一般事業主行動計画策定等
届出受理関係

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 女性活躍推進法指導業務
関係

女性活躍推進法指導業務
関係

雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 女性活躍推進法指導業務関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 女性活躍推進法認定関係 女性活躍推進法認定関係 雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 女性活躍推進法認定関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 女性活躍推進法報告徴収
関係

女性活躍推進法報告徴収
関係

雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 女性活躍推進法報告徴収関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者虐待防止法 障害者虐待防止法関係綴 障害者虐待防止法関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

障害者虐待防止関
係

障害者虐待防止法関係綴 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

職業生活両立 職業家庭両立推進者選
任・変更関係

職業家庭両立推進者選
任・変更関係

雇用環境・均
等（指導課）

職業生活両立 職業家庭両立推進者選任・変更関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 相談記録 相談記録 雇用環境・均
等（指導課）

有期雇用特例措置 相談記録 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用均等一般 短時間・有期雇用管理者
選任・変更関係

短時間・有期雇用管理者
選任・変更関係

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 短時間・有期雇用管理者選任・変更関係 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用均等一般 男女雇用機会均等推進責
任者選任・変更関係

男女雇用機会均等推進責
任者選任・変更関係

雇用環境・均
等（指導課）

雇用機会均等 男女雇用機会均等推進責任者選任・変更関係 1 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

総合調整 陳情関係綴 陳情関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

業務記録 陳情関係綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働時間等設定改善 働き方・休み方改善の企
業指導関係綴

働き方・休み方改善の企
業指導関係綴

雇用環境・均
等（指導課）

労働時間等設定改
善

働き方・休み方改善の企業指導関係綴 5 － 廃棄

法人の権利義務の得喪及
びその経緯，契約に関する
事項

有期・短時間労働 働き方改革推進支援セン
ター関係綴

働き方改革推進支援セン
ター関係綴

雇用環境・均
等（指導課）

有期・短時間労働 働き方改革推進支援センター関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

有期雇用特例措置 認定管理台帳 認定管理台帳 雇用環境・均
等（指導課）

有期雇用特例措置 認定管理台帳 30 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 非常勤職員 非常勤職員任免関係綴 非常勤職員任免関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

非常勤職員 非常勤職員任免関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 部発議文書台帳・枝番号
振出簿

部発議文書台帳・枝番号
振出簿

雇用環境・均
等（指導課）

文書 部発議文書台帳・枝番号振出簿 30 22 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 紛争調整委員会による
あっせん受付台帳

紛争調整委員会による
あっせん受付台帳

雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 紛争調整委員会によるあっせん受付台帳 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 紛争調整委員会関係綴 紛争調整委員会関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 紛争調整委員会関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係綴 文書管理関係綴 雇用環境・均
等（指導課）

庶務 文書管理関係綴 3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

労働施策総合推進法（第八
章関係）

労推法指導業務関係 労推法指導業務関係 雇用環境・均
等（指導課）

労働施策総合推進
法

労推法指導業務関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

労働施策総合推進法（第八
章関係）

労推法調停関係 労推法調停関係 雇用環境・均
等（指導課）

労働施策総合推進
法

労推法調停関係 5 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事
項

労働施策総合推進法（第八
章関係）

労推法紛争解決援助関係 労推法紛争解決援助関係 雇用環境・均
等（指導課）

労働施策総合推進
法

労推法紛争解決援助関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
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措置

雇用環境・均等に関する事
項

労働施策総合推進法（第八
章関係）

労推法報告請求関係 労推法報告請求関係 雇用環境・均
等（指導課）

労働施策総合推進
法

労推法報告請求関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 労働関係紛争担当参与会
関係綴

労働関係紛争担当参与会
関係綴

雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 労働関係紛争担当参与会関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働時間等設定改善 労働時間等設定改善援助
事業綴

労働時間等設定改善援助
事業綴

雇用環境・均
等（指導課）

労働時間等設定改
善

労働時間等設定改善援助事業綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

個別労働紛争 労働相談票 労働相談票 雇用環境・均
等（指導課）

個別労働紛争 労働相談票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 長時間労働に係る監督付
表報告

監督 １監督  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 随時報告 監督 １監督 随時報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 過重労働重点監督月間 監督 １監督 過重労働重点監督月間 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 外国人労働者労働条件相
談綴

監督 １監督 外国人労働者労働条件相談綴 3 11,12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 投書・情報 監督 １監督 投書・情報 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 疑義照会 監督 １監督 疑義照会 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 自動車関係 監督 １監督 自動車関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 関係行政機関との相互通
報制度関係

自動車運転者通報関係 監督 １監督 自動車運転者通報関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 関係行政機関との相互通
報制度関係

外国人技能実習生及び特
定技能外国人の相互通報

監督 １監督 外国人技能実習生及び特定技能外国人の相
互通報

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 派遣労働者関係 監督 １監督 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 過重労働関係 監督 １監督 出勤簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 定期報告 監督 １監督 定期報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書関係

港のみを航行する船舶の
認定

監督 １監督 港のみを航行する船舶の認定 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 再就職援助計画・大量雇
用変動（離職）状況報告

監督 １監督 再就職援助計画・大量雇用変動（離職）状況報
告

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 本社一括に係る就業規則 監督  事務組合 本社一括に係る就業規則 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 公共機関の労基法に係る
号別決定

監督 １監督 公共機関の労基法に係る号別決定 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督機関の権限行使関係 監督機関の権限行使（併
任）

監督 １監督 監督機関の権限行使（併任） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務会議 各種会議関係 トラック輸送における取引
環境・労働時間改善委員
会

監督 １監督 トラック輸送における取引環境・労働時間改善
委員会

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 本社一括に係る時間外労
働・休日労働協定

監督 １監督 本社一括に係る時間外労働・休日労働協定 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 監督（その他） 監督 １監督 監督（その他） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 技能実習生法に基づく質
問又は立入検査関係に関
する行政文書綴

監督 １監督 技能実習生法に基づく質問又は立入検査関係
に関する行政文書綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 安全・健康 監督 ２行政 安全・健康 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 賃金・労災 監督 ２行政 賃金・労災 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 雇用均等室・職業安定関
係

監督 ２行政 雇用均等室・職業安定関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 企画室関係 監督 ２行政 企画室関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務会議 各種会議関係 各種会議綴 監督 ３会議・研修 各種会議綴 3 11,12 廃棄

労働基準部監督課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
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監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 各種研修綴 監督 ３会議・研修 各種研修綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務会議 各種会議関係 各種委員会綴 監督 ３会議・研修 各種委員会綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 集団指導綴 監督 ３会議・研修 集団指導綴 3 11,12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 広報関係 監督 ４一般 広報関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 監督官試験周知関係 監督 ４一般 監督官試験周知関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 照会 監督 ４一般 照会 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 復命書 監督 ４一般 復命書 3 11,12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 行政文書管理 監督 ４一般 行政文書管理 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 システム関係 監督 ４一般 システム関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 労働法制の普及等に関す
る取組

監督 ４一般 労働法制の普及等に関する取組 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用関係 官用車使用要求書及び事
後報告書

監督 ７庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 ＩＣカード使用関係 業務命令外出簿兼ICカー
ド使用管理簿

監督 ７庶務 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 総務業務 総務業務関係 総務関係 監督 ７庶務 総務関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 職員福利厚生関係 厚生関係綴 監督 ７庶務 厚生関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 総務業務 総務業務関係 情報室関係 監督 ７庶務 情報室関係 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 労働基準監督官必携関係 労働基準監督官必携関係
綴（業務参考資料等受領
書）

監督 ７庶務 労働基準監督官必携関係綴（業務参考資料等
受領書）

3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係 外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

監督 ７庶務 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 行政運営方針、留意、監督
計画策定関係

行政運営方針、留意、監督
計画策定

監督 １監督 行政運営方針、留意、監督計画策定 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督指導・安全衛生業務
計画各署別関係

監督指導・安全衛生業務
計画各署別

監督 １監督 監督指導・安全衛生業務計画各署別 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 重点対策別行政効果把握
関係

重点対策別行政効果把握 監督 １監督 重点対策別行政効果把握 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 一般労働条件確保対策関
係

一般労働条件確保対策 監督 １監督 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務復命書 復命書関係 企業単位監督関係 監督 １監督 企業単位監督関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務復命書 復命書関係 賃金不払残業関係 監督 １監督 賃金不払残業関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務個別事業 個別事案
名北、刈谷関係

個別事案
名北、刈谷

監督 １監督 個別事案
名北、刈谷

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務個別事業 個別事案
半田、豊田関係

個別事案
半田、豊田

監督 １監督 個別事案
半田、豊田

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務個別事業 個別事案
名南、豊橋、一宮、瀬戸、
江南関係

個別事案
名南、豊橋、一宮、瀬戸、
江南

監督 １監督 個別事案
名南、豊橋、一宮、瀬戸、江南

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務個別事業 個別事案
名東、名西、岡崎、津島、
西尾関係

個別事案
名東、名西、岡崎、津島、
西尾

監督 １監督 個別事案
名東、名西、岡崎、津島、西尾

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 障害者関係 監督 １監督 障害者関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 自動車運転者時間管理等
指導員関係

監督 １監督 自動車運転者時間管理等指導員関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 建設業関係 監督 １監督 建設業関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 関係行政機関との相互通
報制度関係

建設業相互通報制度 監督 １監督 建設業相互通報制度 5 － 廃棄
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監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 外国人労働者関係 監督 １監督 外国人労働者関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務報告 各種報告関係 未払賃金立替払関係 監督 １監督 未払賃金立替払関係 5 22 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 各署立替払実地調査 監督 １監督 各署立替払実地調査 5 11,12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 関係行政機関との相互通
報制度関係

公正取引委・経産省との通
報関係

監督 １監督 公正取引委・経産省との通報関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 国民の皆様の声 監督 ４一般 国民の皆様の声 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 司法関係 監督 ５司法 司法関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 司法広報関係 監督 ５司法 司法広報関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 災害（死亡又は重大）速報 監督 ５司法 災害（死亡又は重大）速報 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務報告 各種報告関係 労災かくし事案の報告 監督 ５司法 労災かくし事案の報告 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 司法研修関係 司法研修関係 監督 ５司法 司法研修関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 特司個別指導（事件指導
簿）

監督 ５司法 特司個別指導（事件指導簿） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 裁判所からの嘱託関係 監督 ５司法 裁判所からの嘱託関係 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 捜査機関からの照会 監督 ５司法 捜査機関からの照会 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 弁護士からの照会 監督 ５司法 弁護士からの照会 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 個人情報開示 監督 ５司法 個人情報開示 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 行政文書開示 監督 ５司法 行政文書開示 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 個人・行政審査請求 監督 ５司法 個人・行政審査請求 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種監督関係 社会保険労務士関係綴 監督 ６社労士 社会保険労務士関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿（労働基準部長） 監督 ７庶務 出勤簿（労働基準部長） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿（監督課） 監督 ７庶務 出勤簿（監督課） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿（相談員等） 監督 ７庶務 出勤簿（相談員等） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿（非常勤職員） 監督 ７庶務 出勤簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（労働基準部長） 監督 ７庶務 休暇簿（労働基準部長） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（監督課） 監督 ７庶務 休暇簿（監督課） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（相談員等） 監督 ７庶務 休暇簿（相談員等） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（非常勤職員） 監督 ７庶務 休暇簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務勤務
関係

超過勤務命令簿 監督 ７庶務 超過勤務命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務勤務
関係

超過勤務実績報告書 監督 ７庶務 超過勤務実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 基準給与簿 監督 ７庶務 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 非常勤職員支払関係 監督 ７庶務 非常勤職員支払関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 旅行命令（依頼）簿 監督 ７庶務 旅行命令（依頼）簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書関係 出張予定書（職員） 監督 ７庶務 出張予定書（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅費請求書関係 旅費請求書 監督 ７庶務 旅費請求書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員採用関係 監督 ７庶務 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係 会計関係 監督 ７庶務 会計関係 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事、研修 人事、研修関係 人事関係 監督 ７庶務 人事関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便関係 後納郵便発送関係 監督 ７庶務 後納郵便発送関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係 予算関係 監督 ７庶務 予算関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 通勤手当認定綴 監督 ７庶務 通勤手当認定綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 監督 ７庶務 勤務時間報告書 5 － 廃棄

監督に係る事項 監督業務例規通達 例規通達関係 通達・例規 監督 １監督 通達・例規 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 中央監察 監督 １監督 中央監察 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 地方監察第１期・第２期 監督 １監督 地方監察第１期・第２期 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 地方監察関係 監督 １監督 地方監察関係 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係 会計監査・検査関係 監督 ７庶務 会計監査・検査関係 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書関係 行政文書ファイル（廃棄リ
スト）

監督 ４一般 行政文書ファイル（廃棄リスト） 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

監督業務 石綿関連文書関係 石綿関連文書綴 監督 １監督 石綿関連文書綴 常用 22 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書関係

愛知社労士団体設立・会
則等認可綴

監督 ６社労士 愛知社労士団体設立・会則等認可綴 常用 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書・復命・業務記
録関係

労働災害動向調査 安全 受理報告書・復命・
業務記録

健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

安全に関する事項 労働安全 施策推進関係 安全週間関係 安全 施策推進 安全週間関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 台帳・経年管理関係 検査業者名簿 安全 台帳・経年管理 検査業者名簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 台帳・経年管理関係 登録教習機関名簿 安全 台帳・経年管理 登録教習機関名簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

台帳・経年管理関係 製造許可台帳 安全 台帳・経年管理 製造許可台帳 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 受理報告書・復命・業務記
録関係

登録機関 安全 受理報告書・復命・
業務記録

登録機関 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 受理報告書・復命・業務記
録関係

免許 安全 受理報告書・復命・
業務記録

免許 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書・復命・業務記
録関係

重大災害対策本部関係 安全 受理報告書・復命・
業務記録

重大災害対策本部関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書・復命・業務記
録関係

無災害記録関係 安全 受理報告書・復命・
業務記録

無災害記録関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書・復命・業務記
録関係

死亡災害報告情報等 安全 受理報告書・復命・
業務記録

死亡災害報告情報等 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

情報公開 陳情・文書開示関係 情報公開請求関係 安全 陳情・文書開示 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 出勤簿 安全 庶務・経理 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 年次休暇 安全 庶務・経理 年次休暇 5 － 廃棄

労働基準部安全課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 病気・特別休暇 安全 庶務・経理 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 出張等復命書綴 安全  事務組合 出張等復命書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 出張予定書綴 安全 庶務・経理 出張予定書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 非常勤職員関係 安全 庶務・経理 非常勤職員　出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 非常勤職員関係 安全 庶務・経理 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 旅行命令簿 安全 庶務・経理 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 旅費請求書 安全 庶務・経理 旅費請求書 5 － 廃棄

安全に関する事項 安全業務通達 通達・事務連絡 安全 施策推進 通達・事務連絡 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰事業場名簿 安全 台帳・経年管理 表彰事業場名簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 受理報告書・復命・業務記
録関係

欠陥機械関係 安全 受理報告書・復命・
業務記録

欠陥機械関係 特定日以
後5年

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 健康関係 施策推進 健康 施策推進 健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

労働衛生（健康）に関する
事項

労働衛生業務通達綴 施策推進関係 通達・事務連絡 健康 施策推進 通達・事務連絡 3 － 廃棄

労働衛生（健康）に関する
事項

労働衛生管理 施策推進関係 全国労働衛生週間関係 健康 施策推進 全国労働衛生週間関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生 受理報告書・復命・業務記
録関係

登録機関 健康 受理報告書・復命・
業務記録

登録機関 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生優良企業公表制度 法人の権利義務の得喪及
びその経緯関係

安全衛生優良企業公表制
度

健康 受理報告書・復命・
業務記録

安全衛生優良企業公表制度 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全検査・試験 受理報告書・復命・業務記
録関係

欠陥機械関係 健康 受理報告書・復命・
業務記録

欠陥機械関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生 受理報告書・復命・業務記
録関係

一般復命書 健康 受理報告書・復命・
業務記録

一般復命書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働衛生） 受理報告書・復命・業務記
録関係

災害調査復命書(死亡・重
大・中毒)

健康 受理報告書・復命・
業務記録

災害調査復命書(死亡・重大・中毒) 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 受理報告書・復命・業務記
録関係

健康管理手帳 健康 受理報告書・復命・
業務記録

健康管理手帳 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 受理報告書・復命・業務記
録関係

じん肺 健康 受理報告書・復命・
業務記録

死亡災害報告情報等 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 出勤簿 健康 庶務・経理 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 年次休暇 健康 庶務・経理 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務・経理関係 病気・特別休暇 健康 庶務・経理 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 出張予定書綴 健康 庶務・経理 出張予定書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 庶務・経理関係 旅費請求書 健康  事務組合 旅費請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 庶務・経理関係 備品・消耗品・行政決裁関
係綴

健康 庶務・経理 備品・消耗品・行政決裁関係綴 5 － 廃棄

12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 石綿関係 健康管理手帳 健康 石綿 健康管理手帳 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 石綿関係 石綿障害防止相談員・石
綿届出等点検指導員関係

健康 石綿 石綿障害防止相談員・石綿届出等点検指導員
関係

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 台帳・経年管理関係 作業環境測定機関名簿 健康 台帳・経年管理 作業環境測定機関名簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生 台帳・経年管理関係 登録講習機関関係 健康 台帳・経年管理 登録講習機関関係 5 － 廃棄

労働基準部健康課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生優良企業公表制度 台帳・経年管理関係 安全衛生優良企業公表制
度

健康 台帳・経年管理 安全衛生優良企業公表制度 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

台帳・経年管理関係 許認可 健康 台帳・経年管理 許認可 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 台帳・経年管理関係 健康管理手帳返還綴 健康 台帳・経年管理 健康管理手帳返還綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者健康管理 台帳・経年管理 健康管理手帳医療機関と
の契約書

健康 台帳・経年管理 健康管理手帳医療機関との契約書 常用 － 廃棄

賃金に係る事項 業務通達 通達関係 庶務業務関係通達・事務
連絡綴

賃金 総務 健康管理医委嘱関係 5 － 廃棄

賃金に係る事項 業務通達 通達関係 予算関係 賃金 総務 予算関係[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 基準給与簿 賃金 総務 基準給与簿[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務報告関係関係 支給調書・勤務時間報告
書(委員・相談員)

賃金 総務 支給調書・勤務時間報告書(委員・相談員)[賃
金課]

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務報告関係関係 賃金調査員月報 賃金 総務 賃金調査員月報[賃金課] 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等関
係

外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

賃金 総務 外部電磁的記録媒体貸出許可簿[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 登退庁簿 賃金 勤務時間 登退庁簿[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 賃金 勤務時間 出勤簿[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿 賃金 勤務時間 休暇簿[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係関係 出勤簿(非常勤・臨時職員) 賃金 勤務時間 死亡災害報告情報等 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係関係 休暇簿(非常勤・臨時職員) 賃金 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 勤務時間報告書 賃金 勤務時間 勤務時間報告書[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務実績報告書 賃金 勤務時間 超過勤務実績報告書[賃金課] 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務等命令簿 賃金 勤務時間 超過勤務等命令簿[賃金課] 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 業務命令外出簿兼ICカー
ド使用管理簿

賃金  事務組合 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿[賃金
課]

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 公務外出、業務命令による
外出簿

賃金 出張 公務外出、業務命令による外出簿[賃金課] 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 出張予定書 賃金 出張 出張予定書[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令簿(職員用) 賃金 出張 旅行命令簿(職員用)[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令簿(審議会委員
等)

賃金 出張 旅行命令簿(審議会委員等)[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅費請求書(職員用) 賃金 出張 旅費請求書(職員用)[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅費請求書(審議会委員
等)

賃金 出張 旅費請求書(審議会委員等)[賃金課] 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

業務復命書 各種復命書関係 会議・研修等開催通知、出
張復命書綴

賃金 出張 会議・研修等開催通知、出張復命書綴[賃金課] 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係[任免関
係]

賃金 非常勤職員・統計
調査員

非常勤職員関係[任免関係] 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 統計調査員 統計調査員等任免 統計調査員等任免関係綴 賃金 非常勤職員・統計
調査員

統計調査員等任免関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 非常勤職員関係[統計調
査員通勤届・通勤手当認
定簿]

賃金 非常勤職員・統計
調査員

非常勤職員関係[統計調査員通勤届・通勤手当
認定簿]

6 － 廃棄

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 委員委嘱 委員委嘱関係 賃金 地方最低賃金審議
会

委員委嘱関係 5 － 廃棄

労働基準部賃金課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 委員出席簿 賃金 地方最低賃金審議
会

委員出席簿 10 － 廃棄

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 開催通知・提出資料関係
綴[本審]

賃金 地方最低賃金審議
会

開催通知・提出資料関係綴[本審] 10 21 移管

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 開催通知・提出資料関係
綴[地賃・特賃専門部会]

賃金 地方最低賃金審議
会

開催通知・提出資料関係綴[地賃・特賃専門部
会]

10 21 移管

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 開催通知・提出資料関係
綴[公益・検討小委員会]

賃金 地方最低賃金審議
会

開催通知・提出資料関係綴[公益・検討小委員
会]

10 21 移管

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 諮問・答申・公示文関係綴
(異議を含む)

賃金 地方最低賃金審議
会

諮問・答申・公示文関係綴(異議を含む) 10 21 移管

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 議事録(抄録・概要) 賃金 地方最低賃金審議
会

議事録(抄録・概要) 10 21 移管

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 産業別最低賃金改正(に係
る)申出書

賃金 地方最低賃金審議
会

産業別最低賃金改正(に係る)申出書 10 21 移管

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯情報公開法 情報公開法関係綴 賃金 地方最低賃金審議
会

情報公開法関係綴 5 － 廃棄

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 委員委嘱 委員委嘱関係[家内労働
部会]

賃金 家内労働 委員委嘱関係[家内労働部会] 5 － 廃棄

賃金に関する事項 家内労働 委託状況届 委託状況届綴 賃金 家内労働 委託状況届綴 3 － 廃棄

賃金に関する事項 家内労働 家内労働調査 家内労働調査関係綴[家
内労働概況調査(本省・毎
年)]

賃金 家内労働 家内労働調査関係綴[家内労働概況調査(本
省・毎年)]

3 － 廃棄

賃金に関する事項 家内労働 家内労働安全衛生指導 家内労働安全衛生指導員
綴

賃金 家内労働 家内労働安全衛生指導員綴 5 － 廃棄

賃金に関する事項 家内労働 家内労働安全衛生指導 家内労働安全衛生指導員
活動状況報告綴

賃金 家内労働 家内労働安全衛生指導員活動状況報告綴 5 － 廃棄

21 国会及び審議会等における
審議等に関する事項

審議会等 審議会等文書 地方労働審議会家内労働
部会関係綴

賃金 家内労働 地方労働審議会家内労働部会関係綴 10 21 移管

統計調査に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金基礎調査 最低賃金基礎調査記入済
調査票(写し)綴

賃金 賃金調査 最低賃金基礎調査記入済調査票(写し)綴 1 － 廃棄

統計調査に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金基礎調査 最低賃金基礎調査関係綴 賃金 賃金調査 最低賃金基礎調査関係綴 5 － 廃棄

統計調査に関する事項 賃金に関する調査 賃金構造基本統計調査 賃金構造基本統計調査関
係綴

賃金 賃金調査 賃金構造基本統計調査関係綴 5 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 捜査関係事項照会 捜査関係事項照会関係綴 賃金 最低賃金・平均賃
金

捜査関係事項照会関係綴 5 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金履行確保 最低賃金履行確保関係綴 賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金履行確保関係綴 3 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 各種報告 最低賃金関係綴(最低賃金
関係報告綴)

賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金関係綴(最低賃金関係報告綴) 3 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金に関する情報資
料

最低賃金に関する情報資
料綴(賃506)

賃金 最低賃金・平均賃
金

雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 広報関係 最低賃金関係綴[広報関
係綴]

賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金関係綴[広報関係綴] 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

最低賃金・平均賃金 平均賃金決定 平均賃金決定関係綴 賃金 最低賃金・平均賃
金

平均賃金決定関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

最低賃金・平均賃金 平均賃金決定 平均賃金算定関係綴[決
定以外]

賃金 最低賃金・平均賃
金

平均賃金算定関係綴[決定以外] 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可関係綴[更新意向確認]

賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可関係綴[更新意向
確認]

5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可関係綴[取消処分]

賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可関係綴[取消処分] 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可関係綴(許可満了分)

賃金 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可関係綴(許可満了
分)

特定日以
後5年(許認

可等)(5)

12(2) 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リスト
を除く）

労災保険指定医療機関申
請書関係

労災保険指定医療機関申
請書綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等

 健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リスト
を除く）

労災保険指定医療機関廃
止関係

労災保険指定医療機関廃
止綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等

労災保険指定医療機関廃止綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

レセプト 労災レセプト電算処理シス
テムの光ディスク等処理簿
関係

労災レセプト電算システム
光ディスク等廃棄処理伺

労災補償 レセプト 労災レセプト電算処理システムの光ディスク等
廃棄処理伺

1 － 廃棄

労働基準部労災補償課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

課内会議 各種会議関係関係 課内会議関係綴 労災補償 各種会議 課内会議関係綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 庶務 監督署等の移転・電話番
号変更等関係関係

監督署等の移転・電話番
号変更等関係綴

労災補償 庶務 監督署等の移転・電話番号変更等関係綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 予算執行 研修諸謝金・旅費等関係
関係

研修諸謝金・旅費等関係
綴

労災補償 予算執行 研修講師謝金・旅費等関係綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 報道機関等からの取材関
係関係

報道機関等からの取材関
係綴

労災補償 各種報告関係 報道機関等からの取材関係綴 1 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

処理悔過簿 脳血管疾患及び虚血性心
疾患等の処理経過簿関係
関係

脳血管疾患及び虚血性心
疾患等の処理経過簿関係
綴

労災補償 処理経過簿 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の処理経過
簿

1 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

処理悔過簿 精神障害等の処理経過簿
関係関係

精神障害等の処理経過簿
関係

労災補償 処理経過簿 精神障害等の処理経過簿 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係関係 代休日指定簿 労災補償 職員の勤務時間 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険審査請求 労災保険審査参与関係関
係

労災保険審査参与関係綴 労災補償 労災保険審査請求 出勤簿 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係関係 訟務関係事務連絡綴 労災補償 文書管理 訟務関係事務連絡綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 訴訟事件（労災補償） 労災法務専門員関係関係 労災法務専門員綴 労災補償 訴訟事件（労災関
係）

労災法務専門員綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 第三者行為災害 第三者行為災害関係関係 第三者行為災害関係綴 労災補償 第三者行為災害 第三者行為災害関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員年次休暇 労災補償  事務組合 非常勤職員年次休暇 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員欠勤事由確認
書

労災補償 非常勤職員 非常勤職員欠勤事由確認書 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係関係 年金関係綴 労災補償 文書管理 年金関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 労災補償関係各種報告関
係関係

労災補償関係各種報告綴
（補504関係）

労災補償 各種報告書（労災
関係）

労災補償関係各種報告綴（補504関係） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 労災補償関係各種報告関
係関係

労災補償関係各種報告綴
（補504を除く）

労災補償 各種報告書（労災
関係）

労災補償関係各種報告綴（補504を除く） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 労災補償関係各種報告関
係関係

年金等報告綴（補504関
係）

労災補償 各種報告書（労災
関係）

年金等報告綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 労災補償関係各種報告関
係関係

地方労災医員協議実施報
告書綴

労災補償 各種報告書（労災
関係）

地方労災医員協議実施報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リスト
を除く）

労災レセプト電算処理シス
テム届出関係関係

労災レセプト電算処理シス
テム届出整理簿

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災レセプト電算処理システム届出整理簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リスト
を除く）

柔道整復師指名申請申請
書関係関係

柔道整復師指名申請申請
書綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

柔道整復師指名申請書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険指定施術所指定
取消関係

労災保険指定施術所指定
取消関係綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

  労災保険指定施術所の指定・取消関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険算定基準改定関
係

労災保険算定基準改定関
係

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災保険算定基準改定綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災診療費算定実務研修
会関係

労災診療費算定実務研修
会綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災診療費算定実務研修会綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）訪問看護ステーション取消
関係

訪問看護ステーション取消
綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

訪問看護ステーション取消綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災診療協議会等関係 労災診療協議会等関係綴 労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災診療協議会等関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険指定薬局変更報
告関係

労災保険指定薬局変更報
告書綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災保険指定薬局変更報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険指定薬局指定関
係

労災保険指定薬局指定関
係綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災保険指定薬局指定関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険指名柔道整復師
廃止関係

労災保険指名柔道整復師
廃止綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災保険指名柔道整復師廃止綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）労災保険指定訪問看護事
業者申請書関係

労災保険指定訪問看護事
業者申請書綴

労災補償 労災保険指定医療
機関等（リストを除
く）

労災保険指定訪問看護事業者申請書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 健康管理手帳新規・更新・
再交付関係

健康管理手帳申請書綴
（新規・更新・再交付）

労災補償 社会復帰促進等事
業

健康管理手帳申請書綴（新規・更新・再交付） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 健康管理手帳受付（交付）
関係

健康管理手帳受付（交付）
簿

労災補償 社会復帰促進等事
業

健康管理手帳受付（交付）簿 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 健康管理手帳取下げ・不
承認関係

健康管理手帳取下げ・不
承認綴

労災補償 社会復帰促進等事
業

健康管理手帳取下げ・不承認綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 移送費支給関係 移送費支給関係綴 労災補償 社会復帰促進等事
業

移送費支給関係綴（アフターケア旅費） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 義肢等補装具支給関係 義肢等補装具支給要綱 労災補償 社会復帰促進等事
業

義肢等補装具支給要綱 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 義肢等支給修理申請書関
係

義肢等支給修理申請書受
付簿

労災補償 社会復帰促進等事
業

義肢等支給修理申請書受付簿 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 外科後処置申請関係 外科後処置申請関係綴 労災補償 社会復帰促進等事
業

外科後処置申請関係綴 3 － 廃棄

13 職員に人事に関する事項 職員の人事 人事関係 人事関係綴 労災補償 職員の人事 人事関係綴 3 － 廃棄

13 職員に人事に関する事項 職員の研修 各種研修関係 各種研修関係綴 労災補償 職員の研修 各種研修関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 電磁的記録媒体関係綴 労災補償 情報セキュリティ関
係

電磁的記録媒体関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張
関係

海外渡航申請・承認関係
綴

労災補償 職員の服務 海外渡航申請・承認関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 業務命令外出簿 労災補償 職員の服務 業務命令外出簿 3 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種会議 各種会議関係 各種会議関係綴 労災補償 各種会議 各種会議関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 予算執行 会計関係 会計綴 労災補償 予算執行 会計綴 3 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 福利厚生関係 厚生・共済関係綴 労災補償 職員の福利 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係 庶務関係綴 労災補償 文書管理 庶務関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係 企画関係綴 労災補償 文書管理 企画関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）地方労災医員等委嘱関係 地方労災医員等委嘱関係
綴

労災補償 地方労災医員等委
嘱関係

地方労災医員等委嘱関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 訴訟事件（労災補償） 文書提出命令・文書送付
嘱託・調査嘱託関係

文書提出命令・文書送付
嘱託・調査嘱託関係（署
分）

労災補償 文書提出命令・文
書送付嘱託・調査
嘱託

文書提出命令・文書送付嘱託・調査嘱託（署
分）

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 広報関係 広報関係 周知・広報関係綴 労災補償 広報関係 周知・広報関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係 署からの相談・照会事項関
係綴（本省照会を含む）

労災補償 文書管理 署からの相談・照会事項関係綴(本省照会を含
む)

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 行政監察 行政監察関係 労働保険適用徴収・労災
補償業務監察実施要領・
結果概要綴

労災補償 行政監察 労働保険適用徴収・労災補償業務監察実施要
領・結果概要綴

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種照会回答 各種照会回答関係 各種照会回答関係綴 労災補償 各種照会回答関係 各種照会回答関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 陳情要請 陳情要請関係 陳情要請関係綴 労災補償 陳情要請関係 陳情要請関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 会議・研修等 会議・研修等関係 会議・研修等関係綴 労災補償 会議・研修関係 会議・研修等関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 費用徴収 費用徴収非該当関係 費用徴収非該当関係綴 労災補償 費用徴収非該当関
係

費用徴収非該当関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 健康保険不支給事案 健康保険不支給事案関係 健康保険不支給事案関係
綴

労災補償 健康保険不支給事
案関係

健康保険不支給事案関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 本省あて各種報告 本省あて各種報告綴 労災補償 本省あて各種報告 本省あて各種報告綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿 労災補償 職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 年次休暇 労災補償 職員の勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令簿 労災補償 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務等命令簿 労災補償 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

非常勤職員超過勤務実施
伺

労災補償 職員の勤務時間 非常勤職員超過勤務実施伺 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務、深夜勤務、早出
遅出勤務関係

超過勤務実施伺 労災補償 職員の勤務時間 超過勤務実施伺 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 労災補償 職員の勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間割振り管理簿 労災補償 職員の勤務時間 勤務時間割振り管理簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 第三者行為災害 第三者行為災害に依る債
権確認決定決議書関係

第三者行為災害に依る債
権確認決定決議書（求償
差し控え該当事案）

労災補償 第三者行為災害 第三者行為災害に依る債権確認決定決議書
（求償差し控え該当事案）綴債権管理簿

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 第三者行為災害 第三者行為災害に依る債
権確認決定（変更）決議書
関係

第三者行為災害に依る債
権確認決定（変更）決議書
綴

労災補償 第三者行為災害 第三者行為災害に依る債権確認決定（変更）決
議書綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

短期給付リスト（支払期処理） 診療費審査確認書関係 診療費審査確認書（支払
証拠書）

労災補償 短期給付リスト（支
払期処理）

診療費審査確認書（支払証拠書） 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）診療費等回収関係 診療費等回収関係綴 労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

診療費等回収関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）診療費等追給関係 診療費等追給関係綴 労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

診療費等追給関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）診療費等不支給・取下げ
関係

診療費等不支給・取下げ
関係綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

診療費等不支給・取下げ関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）診療費等要調・調査済報
告

診療費等要調・調査済報
告綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

診療費等要調・調査済報告綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）特別加入診断費用請求関
係

特別加入診断費用請求関
係綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

特別加入診断費用請求関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）療養の費用請求書（審査）
関係

療養の費用請求書（審査）
関係綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

療養の費用請求書（審査）関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）訪問看護費用請求書（審
査）関係

訪問看護費用請求書（審
査）関係綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

訪問看護費用請求書（審査）関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 非常勤職員出勤簿 労災補償 非常勤職員 非常勤職員出勤簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）個別指導等情報関係 個別指導等情報（医科分・
歯科分）綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

個別指導等情報（医科分・歯科分）綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）個別指導等情報関係 個別指導等情報（薬局分）
綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

個別指導等情報（薬局分）綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）指導結果等情報受付・処
理簿兼指導結果等情報活
用状況報告関係

指導結果等情報受付・処
理簿兼指導結果等情報活
用状況報告綴

労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

指導結果等情報受付・処理簿兼指導結果等情
報活用状況報告綴

5 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）施設基準情報関係 施設基準情報関係綴 労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

施設基準情報綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

労災指定医療機関等（リストを除く）石綿疾患労災請求勧奨関
係

石綿疾患労災請求勧奨綴 労災補償 労災指定医療機関
（リストを除く）

石綿疾患労災請求勧奨綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 本省協議事案関係 本省協議事案綴 労災補償 労災保険事業 本省協議事案綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 じん肺進行度協議関係 じん肺進行度協議関係綴 労災補償 労災保険事業 じん肺進行度協議関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 精神障害にかかる請求事
案関係

精神障害にかかる請求事
案関係（事案検討結果含
む）

労災補償 労災保険事業 精神障害にかかる請求事案関係（事案検討結
果含む）

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 脳・心臓疾患にかかる請求
事案関係

脳・心臓疾患にかかる請求
事案関係（事案検討結果
を含む）

労災補償 労災保険事業 脳・心臓疾患にかかる請求事案関係（事案検討
結果含む）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 審査官証票交付等関係 審査官証票交付等関係綴 労災補償 職員の人事 審査官証票交付等関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 各種報告関係 内部点検の実施関係綴 労災補償 各種報告（労災関
係）

内部点検の実施関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 各種報告関係 会計検査院会計実地調査
関係綴

労災補償 各種報告（労災関
係）

会計検査院会計実施調査関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許可等に関する重要な経緯 開示請求関係 保有個人情報の開示（レセ
プト以外）関係綴

労災補償 個人情報j保護 保有個人情報の開示（レセプト以外）関係綴 5 － 廃棄

11 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許可等に関する重要な経緯 開示請求関係 行政文書開示関係綴 労災補償 開示請求 行政文書開示関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許可等に関する重要な経緯 開示請求関係 保有個人情報の開示（レセ
プト）関係綴

労災補償 開示請求 保有個人情報の開示（レセプト）関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 会場借上及び会議費 会場借上及び会議費支出
伺関係

会場借上及び会議費支出
伺関係綴

労災補償 予算執行 会場借上及び会議費支出伺関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 予算執行 行政決裁関係 行政決裁関係綴 労災補償 予算執行 行政決裁関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 通訳の謝金・旅費 通訳の謝金・旅費関係 通訳の謝金・旅費関係綴 労災補償 予算執行 通訳の謝金・旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 予算執行 通訳関係 通訳関係綴 労災補償 予算執行 翻訳関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 証人等旅費 証人等旅費関係 証人等旅費関係綴 労災補償 予算執行 証人等旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 支給調書 支給調書（脳・心）関係 支給調書（脳・心）関係綴 労災補償 予算執行  支給調書（脳・心）関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 支給調書 支給調書（精神）関係 支給調書（精神）関係綴 労災補償 予算執行 支給調書（精神）関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 鑑定料・意見書料 鑑定料・意見書料関係 鑑定料・意見書料関係綴 労災補償 予算執行 鑑定料・意見書料関係（審査官）綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災業務例規通達 例規通達関係 労災補償業務実施要領 労災補償 各種例規通達 労災補償業務実施要領 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 証票関係 証票関係綴 労災補償 証票 証票関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 非常勤職員の配置・採用
等関係綴

労災補償 非常勤職員関係 非常勤職員の配置・採用等関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 労災補償関係各種報告関
係

労災医員等の報告関係綴 労災補償 労災医員等 労災医員等の報告関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 基準給与簿関係 基準給与簿関係綴 労災補償 職員の給与 基準給与簿関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 業務命令外出簿兼ICカー
ド使用管理簿関係綴

労災補償 物品管理 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（病気休暇関係）綴 労災補償 職員の勤務時間 休暇簿（病気休暇関係）綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（特別休暇関係）綴 労災補償 職員の勤務時間 休暇簿（特別休暇関係）綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 自主点検表綴 労災補償 職員の勤務時間 自主点検表綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書（職員・委
員等）関係綴

労災補償 職員の勤務時間 勤務時間報告書（職員・委員等）関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当（職員・非常勤職
員）関係綴

労災補償 職員の諸手当 通勤手当（職員・非常勤職員）関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係 貸倉庫関係綴 労災補償 文書管理 貸倉庫関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 文書管理関係 郵便等関係（後納・受取人
払・宅配等）綴

労災補償 文書管理 郵便等関係（後納・受取人払・宅配等）綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 職員の旅費 旅費請求書関係 旅費請求書関係綴 労災補償 職員の旅費 旅費請求書関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書関係 出張予定書（県内・県外）
関係綴

労災補償 職員の出張及び官
用車使用

出張予定書関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書関係 出張復命書（県内・県外）
関係綴

労災補償 職員の出張及び官
用車使用

出張復命書（県内・県外）関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 訴訟事件（労災補償） 文書提出命令・文書送付
嘱託・調査嘱託関係

文書提出命令・文書送付
嘱託・調査嘱託（局分）

労災補償 文書提出命令・文
書送付嘱託・調査
嘱託

文書提出命令・文書送付嘱託・調査嘱託（局
分）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 公務災害関係 公務・通勤災害関係綴 労災補償 職員の福利厚生 公務・通勤災害関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 労災医員意見書関係 意見書 労災補償 労災保険事業 意見書 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 行政監察 行政監察関係 労災補償監察等関係綴 労災補償 監察官関係 労災補償監察等関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯決定書 決定書綴 労災補償 労災保険審査請求 決定書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯労災保険審査請求関係 労災保険審査請求（決定
書を除く）関係綴

労災補償 労災保険審査請求 労災保険審査請求（決定書を除く）関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯労災保険審査請求関係 審査請求取下げ関係綴 労災補償 労災保険審査請求 審査請求取下げ関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務通達 通達関係 労災補償関係通達綴 労災補償 各種通達 労災補償関係通達綴 10 － 廃棄

20 栄典又は表彰に関する事
項

栄典又は表彰の授与又ははく奪の重要な経緯栄典又は表彰の授与又は
はく奪をするための決裁文
書及び伝達の文書

表彰関係綴 労災補償 各種表彰 表彰関係綴 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 行政監察 行政監察関係 中央監察関係綴 労災補償 行政監察 中央監察関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯決定書 決定書綴（石綿関係） 労災補償 労災保険審査請求 決定書綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者とする訴状の提起その他の訴訟に関する重要な経緯行政事件訴訟関係 行政事件訴訟関係綴（判
決文を除く）

労災補償 訴訟事件（労災補
償）

行政事件訴訟関係綴（判決文を除く） 特定日以
後10(訴訟)

－ 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者とする訴状の提起その他の訴訟に関する重要な経緯行政事件訴訟記録簿 行政事件訴訟記録簿 労災補償 訴訟事件（労災補
償）

行政事件訴訟記録簿 特定日以
後10(訴訟)

－ 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者とする訴状の提起その他の訴訟に関する重要な経緯行政事件訴訟関係 判決文（副本・地裁） 労災補償 訴訟事件（労災補
償）

判決文（副本・地裁） 特定日以
後10(訴訟)

－ 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者とする訴状の提起その他の訴訟に関する重要な経緯行政事件訴訟関係 判決文（副本・高裁） 労災補償 訴訟事件（労災補
償）

判決文（副本・高裁） 特定日以
後10(訴訟)

－ 廃棄

12 法人の権利義務得喪及び
その経緯

石綿ばく露作業による疾病に係る労災認定等に関する公表石綿ばく露作業による疾病
に係る労災認定等に関す
る公表関係

石綿ばく露作業による疾病
に係る労災認定等に関す
る公表関係綴

労災補償 石綿ばく露作業に
よる疾病に係る労
災認定等に関する
公表

石綿ばく露作業による疾病に係る労災認定等
に関する公表関係綴

常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 毎月勤労統計にかかる追
加給付関係

毎月勤労統計にかかる追
加給付関係綴

労災補償 労災保険事業 毎月勤労統計にかかる追加給付関係綴 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに國の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

本省からの予算配賦書綴 会計 予算・決算 健康管理医委嘱関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに國の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算配賦申請書綴 会計 予算・決算 予算配賦申請書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係
関係

会計検査、監査、受検関係
綴(電子申請事務センター)

会計検査 会計検査(電子申
請事務センター)

会計検査、監査、受検関係綴(電子申請事務セ
ンター) 

5 15(2) 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務会議 会議関係関係 各種会議「諸会議」 各種会議関
係

各種業務会議 各種会議「諸会議」 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務会議 会議関係関係 各種会議「公共職業安定
所長会議」

各種会議関
係

各種業務会議 各種会議「公共職業安定所長会議」 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務会議 会議関係関係 各種会議「行政体制等検
討委員会職業安定部会」

各種会議関
係

各種業務会議 各種会議「行政体制等検討委員会職業安定部会」 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係関係 防災関係関係 管理 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災業務計画関係 防災業務計画関係 管理 防災 防災業務計画 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票関係

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書関係

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票関係

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険 育児休業給付 出勤簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
変更票関係

育児休業給付再取得記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付支給関係項
目変更票関係

育児休業給付支給関係項
目変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付支給関係項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票関係

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票関係

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険  事務組合 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票関係

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票
 

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票関係

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由等
記録変更票 

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書関係

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票関係

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票関係

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項入
力票関係

介護休業給付特別事項入
力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項変
更票関係

介護休業給付特別事項変
更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項変更票 1 － 廃棄

職業安定部安定課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票関係

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険 高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長
記録変更票関係

高年齢雇用継続給付延長
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票関係

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票関係

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票関係

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書関係

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）関係

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
（基本給付金に係る場合） 

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）関係

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
（再就職給付金に係る場合） 

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出書） 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届
関係

雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）関係

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）
 

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票関係

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更等票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務会議 会議関係関係 各種会議綴 雇用保険 雇用保険業務会議 各種会議綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務会議 会議関係関係 雇用保険関係会議等綴 雇用保険 雇用保険業務会議 雇用保険関係会議等綴 3 － 廃棄

11、12 雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係関係 各種通達綴 雇用保険 雇用保険業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種業務起案 起案関係 各種起案綴 雇用保険 雇用保険業務文書 各種起案綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

各種業務報告 各種報告関係関係 各種報告関係 雇用保険 雇用保険業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険業務報告 雇用保険業務報告関係 雇用保険報告関係綴 雇用保険 雇用保険業務報告 雇用保険報告関係綴 3 － 廃棄

11、12 雇用保険に係る事項 各種例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達綴 雇用保険 雇用保険業務例規
通達

各種例規通達綴 10 － 廃棄

11、12 雇用保険に係る事項 雇用保険業務例規通達 各種例規通達関係 雇用保険関係例規通達綴 雇用保険 雇用保険業務例規
通達

雇用保険関係例規通達綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票関係 追給入力票 雇用保険 雇用保険受給 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届関係

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険審査請求 雇用保険審査関係 雇用保険審査関係文書 雇用保険 雇用保険審査請求 雇用保険審査関係文書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険審査請求 雇用保険審査参与関係 雇用保険審査参与関係文
書

雇用保険 雇用保険審査請求 雇用保険審査参与関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表
関係

0番キー使用データ一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

高年齢任意加入二重取得
チェックリスト関係

高年齢任意加入二重取得
チェックリスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

高年齢任意加入二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

短期常態二重取得チェック
リスト関係

短期常態二重取得チェック
リスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

短期常態二重取得チェックリスト 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト関係

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ関係 要調・チェックリスト関係 雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

要調・チェックリスト関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ関係 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険 ハローワークシステ
ム（雇用保険）

要調査一覧メッセージ（基本手当等関係、再就
職手当等関係、
高年齢雇用継続給付関係、育児・介護休業給
付関係） 

3 － 廃棄

11、12 雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 雇用保険業務通達関係 雇用保険関係通達綴 雇用保険 雇用保険業務通達 雇用保険関係通達綴 5 － 廃棄

11、12 雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 雇用保険業務通達関係 雇用保険関係綴 雇用保険 雇用保険業務通達 雇用保険関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 ハローワークシステム配信
票等綴

雇用保険 雇用保険事業 ハローワークシステム配信票等綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 確認書類の照合省略関係
関係

確認書類の照合省略に係
る申出関係綴

雇用保険 雇用保険事業 確認書類の照合省略に係る申出関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入に係る通知関係 雇用保険任意加入申請書
綴

雇用保険 雇用保険事業 雇用保険任意加入申請書綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険関係確認リスト関
係

労働保険関係確認リスト綴 雇用保険 雇用保険事業 労働保険関係確認リスト綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関関
係

労働保険代理人・選任解
任届綴

雇用保険 雇用保険事業 労働保険代理人・選任解任届綴 3 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 監察関係関係 雇用保険監察関係文書 雇用保険監
察に関する事
項

雇用保険監察関係 雇用保険監察関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

中央職業安定行政監察等
関係

中央職業安定行政監察関
係文書

雇用保険監
察に関する事
項

雇用保険監察関係 中央雇用保険監察関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 労働保険事務組合監査関
係綴

雇用保険監
察に関する事
項

雇用保険監察関係 労働保険事務組合監査関係綴 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係綴(電子
申請事務センター)

雇用保険監
察に関する事
項

雇用保険監察関係
(電子申請事務セン
ター)

雇用保険監察関係綴(電子申請事務センター) 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書関係

債権関係 歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びに国
の債務に関する計
算書の作成その他
の決算に関する重

債権関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書関係

会計検査院実地検査関係
文書

歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びにそ
の作成の基礎と
なった意思決定及
び当該意思決定に

会計検査院実地検査関係文書 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書関係

債権管理計算書関係資料 歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びにそ
の作成の基礎と
なった意思決定及
び当該意思決定に

債権管理計算書関係資料（2021年度） 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書関係

債権管理補助簿 歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びにそ
の作成の基礎と
なった意思決定及
び当該意思決定に

債権管理補助簿 5 15(2) 廃棄

債権に係る事項 債券業務例規通達 例規通達関係関係 債権関係例規通達綴 歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びにそ
の作成の基礎と
なった意思決定及
び当該意思決定に

債権関係例規通達綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書関係

徴収補助簿 歳入及び歳出
の決算報告
書並びに国の
債務に関する
計算書の作

歳入及び歳出の決
算報告書並びにそ
の作成の基礎と
なった意思決定及
び当該意思決定に

徴収補助簿 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

就職氷河期世代支援施策 職場実習等推進関係関係 就職氷河期世代支援施策 就職氷河期
世代支援施
策

職場実習等推進 職場実習等推進 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

就職氷河期世代支援施策 職場実習等推進関係関係 就職氷河期世代支援施策 就職氷河期
世代支援施
策

職業紹介 就職氷河期世代活躍支援関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 育児又は介護状況変更届 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 育児又は介護状況変更届 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 介護休暇 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 介護休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間の申告割振簿 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 勤務時間の申告割振簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 職員（妊婦）の勤務時間免
除願

職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 職員（妊婦）の勤務時間免除願 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務制限
請求書

職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務制限請求書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 妊婦検診通勤願 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 妊婦検診通勤願 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 出勤簿 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 代休指定簿 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務命令簿 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 超過勤務命令簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務予定者報告書 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 超過勤務予定者報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 年次休暇 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇関係 病気・特別休暇 職員の人事に
関する事項

職員の勤務時間 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康管理関係 健康診断関係綴 職員の人事に
関する事項

職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 公務災害関係 公務災害関係綴 職員の人事に
関する事項

職員の福利厚生 公務災害関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

農山村雇用対策 林業労働対策関係関係 沖縄合同就職面接会関係
文書

職業安定 沖縄雇用対策 沖縄合同就職面接会関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

在籍型出向等支援事業 在籍型出向等支援事業関
係

在籍型出向等支援事業関
係書類

職業安定 在籍型出向等支援
事業

在籍型出向等支援事業関係書類 5 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 職業安定法取扱い区分別
学校数の状況（学報6号）
関係

職業安定法取扱い区分別
学校数の状況（学報6号）

職業安定 若年者雇用 職業安定法取扱い区分別学校数の状況（学報6号） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 ジョブカフェ利用状況等調
査関係

ジョブカフェ利用状況等調
査

職業安定 若年者雇用 ジョブカフェ利用状況等調査 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案報告関係

新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案報告

職業安定 若年者雇用 新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員の削減事業報告3 － 廃棄

11 統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報4号）関係

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報4号）

職業安定 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報告（学報4号）3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報3号）関係

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報3号）

職業安定 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動向報告（学報3号）3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報2号）関係

新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報2号）

職業安定 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報2号） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 ナビゲーター活動実績関
係

ナビゲーター活動実績 職業安定 若年者雇用 ナビゲーター活動実績 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 フリーター等支援事業関係 フリーター等支援事業関係
業務書類

職業安定 若年者雇用 フリーター等支援事業関係業務書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 わかものハローワーク等業
務関係

わかものハローワーク等業
務関係書類

職業安定 若年者雇用 わかものハローワーク等業務関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 各種セミナー等実施計画
関係

各種セミナー等実施計画 職業安定 若年者雇用 各種セミナー等実施計画 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議綴 職業安定 若年者雇用 学卒業務会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果
関係

高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果

職業安定 若年者雇用 高等学校における職業意識形成支援事業実施結果 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 事業主等指針にかかる指
導状況報告関係

事業主等指針にかかる指
導状況報告

職業安定 若年者雇用 事業主等指針にかかる指導状況報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者雇用促進法に基づく
求人不受理関係

若者雇用促進法に基づく
求人不受理関係書類

職業安定 若年者雇用 若者雇用促進法に基づく求人不受理関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者雇用促進法に基づく
認定に関する報告関係

若者雇用促進法に基づく
認定に関する報告

職業安定 若年者雇用 若者雇用促進法に基づく認定に関する報告 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者雇用促進法に基づく
認定関係

若者雇用促進法に基づく
認定関係書類

職業安定 若年者雇用 若者雇用促進法に基づく認定関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年応援宣言に関する報
告関係

若年応援宣言に関する報
告

職業安定 若年者雇用 若年応援宣言に関する報告 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者地域連携事業委託
関係

若年者地域連携事業委託
関連

職業安定 若年者雇用 若年者地域連携事業委託関連 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 就職面接会実施計画・結
果・就職状況関係

就職面接会実施計画・結
果・就職状況

職業安定 若年者雇用 就職面接会実施計画・結果・就職状況 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者の採用内
定取消し・入職時期繰下げ
事案報告関係

新規学校卒業者の採用内
定取消し・入職時期繰下げ
事案報告

職業安定 若年者雇用 新規学校卒業者の採用内定取消し・入職時期繰下げ事案報告3 － 廃棄

12 職業安定に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の離職状
況関係関係

新規学校卒業者の離職状
況

職業安定 若年者雇用 新規学校卒業者の離職状況 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者の地域別就職
等状況報告（年報）関係

新規学卒者の地域別就職
等状況報告（年報）

職業安定 若年者雇用 新規学卒者の地域別就職等状況報告（年報） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 新規学卒者初任給情報関
係

新規学卒者初任給情報 職業安定 若年者雇用 新規学卒者初任給情報 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況
報告（年報）関係

新規学卒者職業紹介状況
報告（年報）

職業安定 若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況報告（年報） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新卒応援ハローワークに
おける相談等実施状況報
告関係

新卒応援ハローワークに
おける相談等実施状況報
告

職業安定 若年者雇用 新卒応援ハローワークにおける相談等実施状況報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 新卒応援ハローワーク業
務関係

新卒応援ハローワーク業
務関係書類

職業安定 若年者雇用 新卒応援ハローワーク業務関係書類 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 青少年雇用情報に関する
報告関係

青少年雇用情報に関する
報告

職業安定 若年者雇用 青少年雇用情報に関する報告 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 大学等の行う無料職業紹
介事業関係

大学等の行う無料職業紹
介事業関係綴

職業安定 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 大卒等採用計画一覧表関
係

大卒等採用計画一覧表 職業安定 若年者雇用 大卒等採用計画一覧表 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 大卒等採用実績企業情報
関係

大卒等採用実績企業情報 職業安定 若年者雇用 大卒等採用実績企業情報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告関係

定着支援の実施等の状況
報告

職業安定 若年者雇用 定着支援の実施等の状況報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用関係 若年関係綴 職業安定 若年者雇用 若年関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用事業関係関
係

トライアル雇用事業関係綴 職業安定 若年者雇用 トライアル雇用事業関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用関係 学卒・若年者関係報告綴 職業安定 若年者雇用 学卒・若年者関係報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用関係 学卒関係綴 職業安定 若年者雇用 学卒関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者雇用促進法関係関係 若者雇用促進法関係綴 職業安定 若年者雇用 若者雇用促進法関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業 無料職業紹介事業届出事
業所(主）台帳関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金
・給付金調査関係綴

職業安定 職業紹介事業 無料職業紹介事業届出事業所(主）台帳 30 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係
関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・
給付金支給申請書

職業安定 ハローワークシステ
ム関係

ハローワークシステム関係文書 10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係
関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
関係綴

職業安定 ハローワークシステ
ム関係

ハローワークシステム関係文書(職業紹介係) 10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

ふるさとハローワーク推進
事業関係関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
通達綴

職業安定 ふるさとハローワー
ク推進事業関係

ふるさとハローワークの設置・廃止文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金関係関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金
・給付金調査関係綴

職業安定 休業支援金セン
ター事業

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金調査関係綴5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金関係関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・
給付金支給申請書

職業安定 休業支援金セン
ター事業

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金支給申請書5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金関係関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
関係綴

職業安定 休業支援金セン
ター事業

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 関係綴5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金関係関係

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
通達綴

職業安定 休業支援金セン
ター事業

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 通達綴5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

再就職援助計画業務報告
関係

再就職援助計画業務報告
関係文書

職業安定 再就職援助計画業
務報告

再就職援助計画業務報告関係書類 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

再就職援助計画業務報告
関係

再就職援助計画業務報告
関係文書

職業安定 再就職援助計画業
務報告関係

再就職援助計画業務報告関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 事業所非該当承認申請書
関係

事業所非該当承認申請書 職業安定 事業所非該当承認
申請書

事業所非該当承認申請書綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

大量雇用変動関係 大量雇用変動関係文書 職業安定 大量雇用変動関係 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 一般職業紹介関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

介護労働対策 介護分野における人材確
保のための雇用管理改善
推進事業関係

介護分野における人材確
保のための雇用管理改善
推進事業関係文書

職業対策 介護労働対策 介護分野における人材確保のための雇用管理 改善推進事業関係文書5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

情報公開法関係 情報公開法関係綴 庶務 情報公開 情報公開法関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

行政機関等個人情報保護
法関係関係

個人情報等の外部提供関
係綴

総務 行政機関個人情報
保護

個人情報等の外部提供関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

情報公開 開示請求等受付関係関係 行政文書・保有個人情報
開示請求関係綴

総務 情報公開 行政文書・保有個人情報開示請求関係綴 5 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
管理簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁舎
外持出し許可簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 5 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 電磁的記録媒体管理簿 総務 情報セキュリティ関
係

電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 　基準給与簿 総務 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿関係 旅行命令簿 総務 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車事故報告書関係 官用車事故報告書 総務 職員の出張及び官
用車使用

管用車事故報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

総務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当認定簿 総務 職員の諸手当 通勤届・通勤手当認定簿 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事関係各種資料関係 アスベスト関連事業場訪
問歴個人票

総務 職員の人事 アスベスト関連事業場訪問歴個人票 常用 － 未定

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事異動発令内申関係 検査証関係 総務 職員の人事 検査証関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出関係 公用外出簿 総務 職員の服務 公用外出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 職員福利厚生関係 職員福利厚生関係綴 総務 職員の福利厚生 職員福利厚生関係綴 3 － 廃棄

総務に係る事項 総務業務通達 通達関係関係 総務関係通達綴 総務 総務関係業務通達 総務関係通達綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 切手受払関係 切手受払簿 総務 物品管理 切手受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 納品関係 納品書綴 総務 物品管理 納品書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求関係 物品請求書 総務 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便物等受付関
係

特殊取扱郵便物等受付送
付簿

総務 文書台帳 特殊取扱郵便物等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 総務 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便料金表示額記録関係 郵便料金表示額記録簿 総務 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書関係 出張復命書 総務 職員の出張及び官
用車使用

出張復命書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

地方公共団体との連携に関
すること

一体的実施事業関係関係 一体的実施事業関係文書 地方公共団
体との連携に
関する事項

地方公共団体との
連携に関する事項

一体的実施事業関係文書 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

中央職業安定行政監察等
関係関係

中央職業安定監察関係綴 中央職業安
定行政監察
等に関する事
項

中央職業安定行政
監察等に関する事
項

中央職業安定監察関係綴 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

中央職業安定行政監察等
関係関係

地方職業安定監察関係綴 中央職業安
定行政監察
等に関する事
項

中央職業安定行政
監察等に関する事
項

地方職業安定監察関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス改
善・向上関係

ハローワークサービス推進
関係

ハローワーク
サービス推進
に関する事項

ハローワークサー
ビス改善・向上に関
する事項

ハローワークサービス推進関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿関係

部発議文書台帳 文書の管理
等に関する事
項

文書台帳 部発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿関係

部収受文書台帳 文書の管理
等に関する事
項

文書台帳 部収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべきもの関係

行政文書ファイル管理簿 文書の管理
等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿 常用 － 未定

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

業務月報･年報（都道府
県）関係

業務月報･年報（都道府
県）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

雇用保険月報 10 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

業務月報･年報（都道府
県）関係

業務月報･年報（都道府
県）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

雇用保険年報 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

システム業務月報・年報①
様式関係

システム業務月報・年報①
様式1.9.12（都道府県分・
安定所分）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

システム業務月報・年報①様式1.9.12（都道府県分・安定所分）30 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

システム業務月報・年報②
様式関係

システム業務月報・年報②
様式2～8.10.13.15.16.17.21
（都道府県分・安定所分）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

システム業務月報・年報②様式2～8.10.13.15.16.17.21（都道府県分・安定所分）5 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

業務月報･年報（都道府
県）関係

業務月報･年報（都道府
県）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

職業紹介年報 10 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

業務月報･年報（都道府
県）関係

業務月報･年報（都道府
県）

統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

職業紹介月報 10 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

統計調査関係 統計調査関係文書 業務月報･年
報（都道府
県）

業務月報･年報（都
道府県）

定例業務統計調査 5 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

統計調査関係 統計調査関係文書 統計調査に関
する事項

統計調査（職業安
定）

統計調査関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用雇用対策関係 外国人雇用対策関係業務
関係文書

職業対策 外国人雇用対策関
係

外国人雇用対策関係業務関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用サービスセン
ター業務関係

外国人雇用サービスセン
ター業務関係文書

職業対策 外国人雇用対策関
係

外国人雇用サービスセンター業務関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用サービスコー
ナー業務関係

外国人雇用サービスコー
ナー業務関係文書

職業対策 外国人雇用対策関
係

外国人雇用サービスコーナー業務関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 留学生コーナー業務関係 留学生コーナー業務関係
文書

職業対策 外国人雇用対策関
係

留学生コーナー業務関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用管理アドバイ
ザー委嘱者名簿

外国人雇用管理アドバイ
ザー委嘱者名簿

職業対策 外国人雇用対策関
係

外国人雇用管理アドバイザー委嘱者名簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用サービスコー
ナー通訳委嘱者名簿

外国人雇用サービスコー
ナー通訳委嘱者名簿

職業対策 外国人雇用対策関
係

外国人雇用サービスコーナー通訳委嘱者名簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用対策業務関
係

高年齢者雇用対策業務事
務連絡

職業対策 高齢者雇用対策関
係

高年齢者雇用対策業務事務連絡 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用促進月間関係 障害者雇用促進月間に関
する文書

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者雇用促進月間に関する文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務報告 各種報告関係 障害者雇用状況報告 職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者雇用状況報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者就職面接会関係 障害者就職面接会関係 職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者就職面接会関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の採用 非常勤職員採用関係 非常勤職員任用関係書類 職業対策 障害者雇用対策関
係

非常勤職員任用関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係 子会社特例等認定関係 職業対策 障害者雇用対策関
係

子会社特例等認定関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務報告 各種報告関係 雇用関係助成金業務各種
報告関係

職業対策 雇用関係助成金業
務報告

雇用関係助成金業務各種報告関係 3 11,12 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務会議 各種会議関係 雇用関係助成金業務各種
会議綴

職業対策 雇用関係助成金業
務会議

雇用関係助成金業務各種会議綴 3 11,12 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務復命書 復命書関係 雇用関係助成金業務各種
復命書綴

職業対策 雇用関係助成金業
務復命書

雇用関係助成金業務各種復命書綴 3 11,12 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務会議 各種会議関係 会議研修セミナー等（高
齢・障害）関係書類

職業対策 会議研修セミナー
等（高齢・障害）

会議研修セミナー等（高齢・障害）関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務復命書 復命書関係 復命書（高齢・障害） 職業対策 復命書（高齢・障
害）

復命書（高齢・障害） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策業務復命書 復命書関係 復命書（特定雇用対策） 職業対策 復命書（特定雇用
対策）

復命書（特定雇用対策） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務
報告関係

公正採用選考等関係業務
文書

公正採用選
考

公正採用選考 公正採用選考等関係業務文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労支
援事業関係

生活保護受給者等就労支
援事業関係文書

特定離職者
等雇用対策

生活保護受給者等
就労支援事業関係

生活保護受給者等就労支援事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告関係

刑務所出所者等就労支援
事業関係文書

特定離職者
等雇用対策

刑務所出所者等就
労支援事業関係

刑務所出所者等就労支援事業関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

農山村雇用対策関係 農林漁業就業支援事業 農林漁業就業支援事業関
係文書

農山村雇用
対策

農林漁業就業支援
事業

農林漁業就業支援事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

出稼労働者対策 出稼労働者対策関係 出稼労働者対策関係文書 出稼労働者
対策

出稼労働者対策 出稼労働者対策関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

日雇対策 日雇対策関係業務関係 日雇対策関係文書 日雇対策 日雇対策関係業務
関係

日雇対策関係文書 5 － 廃棄

職業安定部対策課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 不法就労等外国人労働者
問題地方協議会関係

不法就労等外国人労働者
問題地方協議会関係

職業対策 外国人雇用対策関
係

不法就労等外国人労働者問題地方協議会関
係

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策関係 労働施策総合推進法（外
国人雇用状況報告）

職業対策 外国人雇用対策関
係

労働施策総合推進法（外国人雇用状況報告） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 建設労働業務関係 建設労働業務関係文書 職業対策 建設・港湾労働対
策

建設労働業務関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 建設労働業務関係 港湾雇用秩序連絡会議関
係文書

職業対策 建設・港湾労働対
策

港湾雇用秩序連絡会議関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働業務関係 港湾労働業務関係文書 職業対策 建設・港湾労働対
策

港湾労働業務関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用状況等報告
書関係

高年齢者雇用状況報告書 職業対策 高齢者雇用対策関
係

高年齢者雇用状況報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置指
導等関係

高年齢者雇用確保措置指
導等

職業対策 高齢者雇用対策関
係

高年齢者雇用確保措置指導等 5 21 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 生涯現役支援窓口事業関
係

生涯現役支援窓口事業関
係文書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

生涯現役支援窓口事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 生涯現役促進地域連携事
業関係

生涯現役促進地域連携事
業関係文書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

生涯現役促進地域連携事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者就業機会確保事
業費等補助金（シルバー
人材センター事業分）及び
雇用開発支援事業費等補
助金（シルバー人材セン

高年齢者就業機会確保事
業費補助金及び雇用開発
支援事業費等補助金関係
文書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

高年齢者就業機会確保事業費補助金及び雇
用開発支援事業費等補助金関係文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 シルバー人材センターが
届出で行う有料職業紹介
事業及び労働者派遣事業
関係

シルバー人材センターが
届出で行う有料職業紹介
事業及び労働者派遣事業
に関する文書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

シルバー人材センターが届出で行う有料職業
紹介事業及び労働者派遣事業に関する文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高齢者活躍人材確保育成
事業関係

高齢者活躍人材確保育成
事業関係文書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

高齢者活躍人材確保育成事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 生涯現役社会実現環境整
備事業関係

生涯現役社会の実現に向
けたモデル的事業関係文
書

職業対策 高齢者雇用対策関
係

生涯現役社会の実現に向けたモデル的事業関
係文書

5 － 廃棄

職業対策に係る事項 職業対策業務通達 通達関係 高年齢者雇用対策業務通
達

職業対策 高齢者雇用対策関
係

高年齢者雇用対策業務通達 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 在宅就業支援団体の登録
関係

在宅就業支援団体の登録
関係文書

職業対策 障害者雇用対策関
係

在宅就業支援団体の登録関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者等雇用証明書状況
報告関係

障害者等雇用証明書状況
報告

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者等雇用証明書状況報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 心身障害者等雇用証明状
況報告関係

心身障害者等雇用証明状
況報告

職業対策 障害者雇用対策関
係

心身障害者等雇用証明状況報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 移行推進事業関係 移行推進事業関係文書 職業対策 障害者雇用対策関
係

移行推進事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書関係

障害者職業生活相談員選
任報告書

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者職業生活相談員選任報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者就業・生活支援セン
ター関係

障害者就業・生活支援セン
ター関係文書

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者就業・生活支援センター関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 国及び地方公共団体向け
障害者職業生活相談員資
格認定講習の実施関係

国及び地方公共団体向け
障害者職業生活相談員資
格認定講習関係業務

職業対策 障害者雇用対策関
係

国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談
員資格認定講習関係業務

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就労支援に
関する事項

職業対策 障害者雇用対策関
係

精神障害者の就労支援に関する事項 5 － 廃棄

職業対策に係る事項 職業対策業務通達 通達関係 障害者雇用対策業務通達 職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者雇用対策業務通達 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係 障害者虐待防止法（使用
者による虐待）に係る対応
関係書類

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者虐待防止法（使用者による虐待）に係る
対応関係書類

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯人材開発支援助成金関係 人材開発支援助成金（障
害者職業能力開発コース）
関係書類

職業対策 障害者雇用対策関
係

人材開発支援助成金（障害者職業能力開発
コース）関係書類

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係 障害者差別禁止・合理的
配慮に係る対応関係

職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者差別禁止・合理的配慮に係る対応関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書関係 情報公開法に係る開示請
求・決定通知書

職業対策 障害者雇用対策関
係

情報公開法に係る開示請求・決定通知書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

地方就職希望者活性化事業の運用地方就職希望者活性化事
業の運用に関する決裁文
書

地方就職希望者活性化事
業関係文書

職業対策 地域雇用対策 地方就職希望者活性化事業関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

地域雇用活性化推進事業の運用地域雇用活性化推進事業
の運用に関する決裁文書

地域雇用活性化推進事業
関係文書

職業対策 地域雇用対策 地域雇用活性化推進事業関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

審議会等 委員委嘱関係 委員委嘱関係 職業対策 地方労働審議会 委員委嘱関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

ホームレス対策 ホームレス対策関係業務 ホームレス対策関係文書 職業対策 ホームレス対策 ホームレス対策関係文書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業対策に係る事項 職業対策業務通達 通達関係 雇用関係助成金業務通達
綴

職業対策 雇用関係助成金業
務通達

雇用関係助成金業務通達綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯雇用調整助成金関係 雇用調整助成金関係綴 職業対策 雇用関係助成金 雇用調整助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯労働移動支援助成金支給
関係

労働移動支援助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 労働移動支援助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯中途採用等支援助成金支
給関係

中途採用等支援助成金関
係綴

職業対策 雇用関係助成金 中途採用等支援助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金関係綴

職業対策 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯トライアル雇用助成金支給
関係

トライアル雇用助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 トライアル雇用助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯障害者雇用安定助成金支
給関係

障害者雇用安定助成金関
係綴

職業対策 雇用関係助成金 障害者雇用安定助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯職場定着支援助成金支給
関係

職場定着支援助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 職場定着支援助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯人材確保等支援助成金支
給関係

人材確保等支援助成金関
係綴

職業対策 雇用関係助成金 人材確保等支援助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯キャリアアップ助成金支給
関係

キャリアアップ助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 キャリアアップ助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯人材開発支援助成金関係 人材開発支援助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 人材開発支援助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯産業雇用安定助成金関係 産業雇用安定助成金関係
綴

職業対策 雇用関係助成金 産業雇用安定助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯高年齢労働者処遇改善促
進助成金関係

高年齢労働者処遇改善促
進助成金関係綴

職業対策 雇用関係助成金 高年齢労働者処遇改善促進助成金関係綴 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重要な経緯雇用関係助成金関係 雇用関係助成金の取扱い
に係る同意書関係綴

職業対策 雇用関係助成金 雇用関係助成金の取扱いに係る同意書関係綴 5 12(4) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経緯開示請求・決定書関係 行政文書・個人情報開示
関係綴

職業対策 雇用関係助成金 行政文書・個人情報開示関係綴 5 11,12 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 アクセス記録確認　実施記
録

職業対策 雇用関係助成金 アクセス記録確認　実施記録 5 12(4) 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

職業対策 雇用関係助成金 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計検査院関係綴 職業対策 会計検査（雇用関
係助成金）

会計検査院関係綴 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況通報 障害者雇用状況通報書 職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者雇用状況通報書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者採用計画 障害者採用計画関係文書 職業対策 障害者雇用対策関
係

障害者採用計画関係文書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 特別指導関係 特別指導関係文書 職業対策 障害者雇用対策関
係

特別指導関係文書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 特定身体障害者雇用状況
通報関係

特定身体障害者雇用状況
通報書

職業対策 障害者雇用対策関
係

特定身体障害者雇用状況通報書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 特定障害者雇用採用計画
関係

特定障害者雇用採用計画
関係文書

職業対策 障害者雇用対策関
係

特定障害者雇用採用計画関係文書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 事業所台帳 事業所台帳 職業対策 障害者雇用対策関
係

事業所台帳 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 国及び地方公共団体向け
障害者職業生活相談員資
格認定講習の受講者名簿
関係

国及び地方公共団体向け
障害者職業生活相談員資
格認定講習修了者名簿

職業対策 障害者雇用対策関
係

国及び地方公共団体向け障害者職業生活相談
員資格認定講習修了者名簿

10 － 廃棄

職業対策に係る事項 職業対策業務例規通達 例規通達関係 雇用関係助成金例規通達
綴

職業対策 雇用関係助成金業
務例規通達

雇用関係助成金例規通達綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

審議会等 審議会等文書 審議会関係 職業対策 地方労働審議会 審議会関係 10 － 移管

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 公共職業訓練関係 公的訓練 訓練 訓練関係 公的訓練 5 － 廃棄

訓練に関する事項 訓練業務報告 各種報告関係 調査・報告 訓練 訓練関係 調査・報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 推進事業・各種事業関係 推進事業・各種事業 訓練 訓練関係 推進事業・各種事業 5 － 廃棄

職業安定部訓練室



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

24 契約に関する事項 訓練 訓練受講者等に対するジョ
ブ・カード作成支援推進事
業関係

訓練受講者等に対するジョ
ブ・カード作成支援推進事
業

訓練 訓練関係 訓練受講者等に対するジョブ・カード作成支援
推進事業

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 地域訓練協議会関係 地域訓練協議会関係書類 訓練 訓練関係 地域訓練協議会関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 外国人技能実習関係 外国人技能実習 訓練 訓練関係 外国人技能実習 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 求職者支援訓練関係 求職者支援訓練関係書類 訓練 求職者支援制度 求職者支援訓練関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練 認定職業訓練実施奨励金
関係

認定職業訓練実施奨励金
関係書類

訓練 求職者支援制度 認定職業訓練実施奨励金関係書類 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 福利厚生 健康管理関係関係 健康管理関係綴 需給調整事
業第一

福利厚生 健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業 需給調整事業関係文書関
係

需給調整事業関係文書綴 需給調整事
業第一

需給調整事業 需給調整事業関係文書綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業 需給調整事業指標関係 需給調整事業指標綴 需給調整事
業第一

需給調整事業 需給調整事業指標綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業 立入検査証関係関係 立入検査証関係綴 需給調整事
業第一

需給調整事業 立入検査証関係綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業 住民票の写し交付請求関
係

住民票の写し交付請求綴 需給調整事
業第一

需給調整事業 住民票の写し交付請求綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業 登記事項証明交付請求関
係

登記事項証明交付請求綴 需給調整事
業第一

需給調整事業 登記事項証明交付請求綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業許可証交付
(写）関係

職業紹介事業許可証交付
(写）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可証交付(写） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 有料職業紹介事業許可申
請書(写)関係

有料職業紹介事業許可申
請書(写)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 有料職業紹介事業許可申請書(写) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 有料職業紹介事業許可有
効期間更新申請書(写)関
係

有料職業紹介事業許可有
効期間更新申請書(写)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書
(写)

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 無料職業紹介事業許可申
請・許可更新(写)関係

無料職業紹介事業許可申
請・許可更新(写)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 死亡災害報告情報等 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業文書管理簿
関係

職業紹介事業文書管理簿 需給調整事
業第一

職業紹介事業 出勤簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 職業紹介事業廃止届(写)
関係

職業紹介事業廃止届(写) 需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業廃止届(写) 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業許可更新通
知一覧関係

職業紹介事業許可更新通
知一覧

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可更新通知一覧 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業変更届（有
料・無料）（写）関係

職業紹介事業変更届（有
料・無料）（写）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業変更届（有料・無料）（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業取扱職種等
届出書（写）関係

職業紹介事業取扱職種等
届出書（写）

需給調整事
業第一

 事務組合 職業紹介事業取扱職種等届出書（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 届出制手数料変更届出書
（写）関係

届出制手数料変更届出書
（写）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 届出制手数料変更届出書（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業許可証書換
申請書(有料・無料)(写)関
係

職業紹介事業許可証書換
申請書(有料・無料)(写)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可証書換申請書(有料・無
料)(写)

5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業再交付申請
書(有料・無料)(写)関係

職業紹介事業再交付申請
書(有料・無料)(写)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業再交付申請書(有料・無料)(写) 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業報告書（写）
関係

職業紹介事業報告書（写） 需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業報告書（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業報告書　事
業主他局事業所愛知　事
業所他局【連発】関係

職業紹介事業報告書　事
業主他局事業所愛知　事
業所他局【連発】

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業報告書　事業主他局事業所愛知
事業所他局【連発】

5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業他局からの
連絡(受)(新規)関係

職業紹介事業他局からの
連絡(受)(新規)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業他局からの連絡(受)(新規) 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業他局からの
連絡(受)(新設)関係

職業紹介事業他局からの
連絡(受)(新設)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業他局からの連絡(受)(新設) 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業他局からの
連絡(受)(更新)関係

職業紹介事業他局からの
連絡(受)(更新)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業他局からの連絡(受)(更新) 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業他局からの
連絡(受)(変更)(廃止)

職業紹介事業他局からの
連絡(受)(変更)(廃止)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業他局からの連絡(受)(変更)(廃止) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 特別の法人の行う無料職
業紹介事業関係（届出・変
更等）

特別の法人の行う無料職
業紹介事業関係（届出・変
更等）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 特別の法人の行う無料職業紹介事業関係（届
出・変更等）

5 － 廃棄

需給調整事業部需給調整第一課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 特定地方公共団体等の行
う無料職業紹介事業関係

特定地方公共団体等の行
う無料職業紹介事業関係

需給調整事
業第一

職業紹介事業 特定地方公共団体等の行う無料職業紹介事業
関係

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 職業紹介事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の取下げ関係

職業紹介事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の取下げ関係

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可申請書・許可有効期間更新
申請書の取下げ関係

5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 有料職業紹介事業変更届
新設（写）

有料職業紹介事業変更届
新設（写）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 有料職業紹介事業変更届　新設（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 無料職業紹介事業変更届
新設（写）

無料職業紹介事業変更届
新設（写）

需給調整事
業第一

職業紹介事業 無料職業紹介事業変更届　新設（写） 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業報告書関係 職業紹介事業報告書関係
綴

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業報告書関係綴 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業指導監督 職業紹介事業指導監督綴 需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業指導監督綴 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業指導監督(事
業報告関係)

職業紹介事業指導監督綴
(事業報告関係)

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業指導監督綴(事業報告関係) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業 職業紹介事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の不許可関係

職業紹介事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の不許可関係

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可申請書・許可有効期間更新
申請書の不許可関係

5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業許可証交付
式関係

職業紹介事業許可証交付
式関係綴

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業許可証交付式関係綴 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業新規説明会
開催状況

職業紹介事業新規説明会
開催状況綴

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業新規説明会開催状況綴 5 － 廃棄

職業紹介事業に係る事項 職業紹介事業 職業紹介事業に関する（許
可・届出・役員変更）申請
に係る意見聴取

職業紹介事業に関する（許
可・届出・役員変更）申請
に係る意見聴取

需給調整事
業第一

職業紹介事業 職業紹介事業に関する（許可・届出・役員変更）
申請に係る意見聴取

5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書 収受文書台帳 収受文書台帳 需給調整事
業第一

文書 収受文書台帳 5 22 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請
書(写)

労働者派遣事業許可申請
書(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請書(写) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可有効
期間更新申請書(写)

労働者派遣事業許可有効
期間更新申請書(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可有効期間更新申請書(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証交
付(写)

労働者派遣事業許可証交
付(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証交付(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届
(写)

労働者派遣事業変更届
(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届及
び許可証書換申請書(写)

労働者派遣事業変更届及
び許可証書換申請書(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届及び許可証書換申請
書(写)

5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届
新設(写)

労働者派遣事業変更届
新設(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届　新設(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業海外派遣
届（写）

労働者派遣事業海外派遣
届（写）

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業海外派遣届（写） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業廃止・消
滅届（写）

労働者派遣事業廃止・消
滅届（写）

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業廃止・消滅届（写） 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証再
交付申請書(写)

労働者派遣事業許可証再
交付申請書(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証再交付申請書(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業更新通知
一覧

労働者派遣事業更新通知
一覧

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書関
係

労働者派遣事業報告書関
係綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書関係綴 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書
(写)

労働者派遣事業報告書
(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業収支決算
書(写)

労働者派遣事業収支決算
書(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業収支決算書(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 関係派遣先派遣割合報告
書（写）

関係派遣先派遣割合報告
書（写）

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 関係派遣先派遣割合報告書（写） 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(新規)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(新規)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(新規) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(新設)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(新設)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(新設) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(変更)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(変更)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(変更) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(更新)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(更新)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(更新) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(事業所廃止)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(事業所廃止)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(事業所廃
止)

5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(その他)

労働者派遣事業他局から
の連絡(受)(その他)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業他局からの連絡(受)(その他) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書他
局からの連絡（受）

労働者派遣事業報告書他
局からの連絡（受）

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業報告書他局からの連絡（受） 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業関係文書
管理簿

労働者派遣事業関係文書
管理簿

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業関係文書管理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の取下げ関係

労働者派遣事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の取下げ関係

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請書・許可有効期間更
新申請書の取下げ関係

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の不許可関係

労働者派遣事業許可申請
書・許可有効期間更新申
請書の不許可関係

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請書・許可有効期間更
新申請書の不許可関係

5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業適正運営
協力員関係

労働者派遣事業適正運営
協力員関係綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業適正運営協力員関係綴 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督 労働者派遣事業指導監督
綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督綴 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督
(事業報告関係)

労働者派遣事業指導監督
綴(事業報告関係)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督綴(事業報告関係) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届
事業所廃止(写)

労働者派遣事業変更届
事業所廃止(写)

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業変更届　事業所廃止(写) 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証交
付式関係

労働者派遣事業許可証交
付式関係綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業許可証交付式関係綴 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業新規説明
会開催状況

労働者派遣事業新規説明
会開催状況綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業新規説明会開催状況綴 5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業に関する
（許可・届出・役員変更）申
請に係る意見聴取

労働者派遣事業に関する
（許可・届出・役員変更）申
請に係る意見聴取

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業に関する（許可・届出・役員変
更）申請に係る意見聴取

5 － 廃棄

労働者派遣事業に係る事
項

労働者派遣事業 労働者派遣事業社会保険
加入状況調査関係

労働者派遣事業社会保険
加入状況調査関係綴

需給調整事
業第一

労働者派遣事業 労働者派遣事業社会保険加入状況調査関係
綴

5 － 廃棄

給与に係る事項 給与 基準給与簿 基準給与簿 需給調整事
業第一

給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 出勤簿 出勤簿 需給調整事
業第一

勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 年次休暇・病気・特別休
暇・職専免承認簿

年次休暇・病気・特別休
暇・職専免承認簿

需給調整事
業第一

勤務時間 年次休暇・病気・特別休暇・職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 週休日の振替等命令・代
休指定簿

週休日の振替等命令・代
休指定簿

需給調整事
業第一

勤務時間 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報
告書

超過勤務予定伺・実績報
告書

需給調整事
業第一

勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿 需給調整事
業第一

勤務時間 超過勤務命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 勤務時間報告書 勤務時間報告書 需給調整事
業第一

勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 勤務時間 超過勤務手当支払予定額
報告書

超過勤務手当支払予定額
報告書

需給調整事
業第一

勤務時間 超過勤務手当支払予定額報告書 5 － 廃棄

勤務時間に係る事項 勤務時間 庁舎管理簿 庁舎管理簿 需給調整事
業第一

勤務時間 庁舎管理簿 5 － 廃棄

勤務時間に係る事項 勤務時間 機械警備管理月報 機械警備管理月報 需給調整事
業第一

勤務時間 機械警備管理月報 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 旅行命令簿 旅行命令簿 需給調整事
業第一

庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 出張予定書・復命書 出張予定書・復命書 需給調整事
業第一

庶務 出張予定書・復命書 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 業務命令外出簿 業務命令外出簿 需給調整事
業第一

庶務 業務命令外出簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

需給調整事
業第一

庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 公務外出簿兼ＩＣカード使
用管理簿

公務外出簿兼ＩＣカード使
用管理簿

需給調整事
業第一

庶務 公務外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 復命書 復命書綴 需給調整事
業第一

庶務 復命書綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 ＵＳＢ管理簿・情報持出管
理簿

ＵＳＢ管理簿・情報持出管
理簿

需給調整事
業第一

庶務 ＵＳＢ管理簿・情報持出管理簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 捜査関係事項照会 捜査関係事項照会綴 需給調整事
業第一

庶務 捜査関係事項照会綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

庶務に係る事項 庶務 庶務関係文書 庶務関係文書綴 需給調整事
業第一

庶務 庶務関係文書綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 人事関係 人事関係綴 需給調整事
業第一

庶務 人事関係綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 共済関係 共済関係綴 需給調整事
業第一

庶務 共済関係綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務 会計検査・監査・受検関係 会計検査・監査・受検関係
綴

需給調整事
業第一

庶務 会計検査・監査・受検関係綴 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労供・委託募集 委託募集許可申請・届出
書(写)

委託募集許可申請・届出
書(写)

需給調整事
業第一

労供・委託募集 委託募集許可申請・届出書(写) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労供・委託募集 労働者供給事業関係（申
請・更新・変更・事業報告
他）

労働者供給事業関係綴
（申請・更新・変更・事業報
告他）

需給調整事
業第一

労供・委託募集 労働者供給事業関係綴（申請・更新・変更・事
業報告他）

5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員出勤簿 相談員出勤簿 需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員出勤簿 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 賃金職員出勤簿 賃金職員出勤簿 需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 賃金職員出勤簿 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員年次休
暇・特別休暇簿

相談員・賃金職員年次休
暇・特別休暇簿

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員年次休暇・特別休暇簿 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員勤務予
定表

相談員・賃金職員勤務予
定表

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員勤務予定表 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員勤務状
況報告

相談員・賃金職員勤務状
況報告

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員勤務状況報告 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 超過勤務命令簿（相談員
別）

超過勤務命令簿（相談員
別）

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 超過勤務命令簿（相談員別） 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員支給台
帳

相談員・賃金職員支給台
帳

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員支給台帳 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員通勤届・
通勤手当認定簿

相談員・賃金職員通勤届・
通勤手当認定簿

需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員通勤届・通勤手当認定簿 5 － 廃棄

相談員・賃金職員に係る事
項

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員関係 相談員・賃金職員関係綴 需給調整事
業第一

相談員・賃金職員 相談員・賃金職員関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書 発議文書台帳 発議文書台帳 需給調整事
業第一

文書 発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書 行政文書ファイル廃棄リス
ト

行政文書ファイル廃棄リス
ト

需給調整事
業第一

文書 行政文書ファイル廃棄リスト 30 22 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

開示請求・決定書 保有個人情報の開示請求
関係綴

需給調整事
業第二

需給調整事業 保有個人情報の開示請求関係綴 許可等の
効力消滅

後
5年

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者派遣事業 指導監督業務報告 指導監督業務報告 需給調整事
業第二

需給調整事業 指導監督業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 申告事案関係 申告事案関係綴 需給調整事
業第二

需給調整事業 申告事案関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 苦情相談記録関係 相談記録票綴 需給調整事
業第二

需給調整事業 相談記録票綴 3 － 廃棄

所管する業務に係る関係機
関等との会議に関する事項

会議等の開催に関する重要
な経緯

需給調整事業関係会議等
資料

需給調整事業関係会議等
資料

需給調整事
業第二

需給調整事業 需給調整事業関係業務「連絡責任者会議」、
「職員研修」及び「企業向け研修会」

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者派遣事業 指導監督関係 指導関係記者発表資料綴 需給調整事
業第二

需給調整事業 指導関係記者発表資料綴 5 － 廃棄

需給調整事業に係る事項 需給調整事業業務通達 通達関係 需給調整事業関係文書綴
（起案）

需給調整事
業第二

需給調整事業 需給調整事業関係文書綴（起案） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者派遣事業 指導監督関係 監督課情報提供等綴 需給調整事
業第二

需給調整事業 監督課情報提供等綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

情報公開関係 行政文書開示請求関係綴 需給調整事
業第二

需給調整事業 行政文書開示請求関係綴 許可等の
効力消滅

後
5年

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業 職業紹介事業指導監督処
理台帳関係

職業紹介事業指導監督綴 需給調整事
業第二

職業紹介事業 職業紹介事業指導監督綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督
処理台帳関係

労働者派遣事業指導監督
綴

需給調整事
業第二

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者派遣事業 労働者派遣事業適正運営
協力員関係

労働者派遣事業適正運営
協力員関係綴

需給調整事
業第二

労働者派遣事業 労働者派遣事業適正運営協力員関係綴 5 － 廃棄

名古屋北労働基準監督署

需給調整事業部需給調整第二課



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車事故報告書 官用車事故報告書 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 業務 2021年度　庶務関
係

出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細書請求
書綴

業務 　庶務関係 死亡災害報告情報等 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細書請求
書綴

業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細書請求
書綴

業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 業務  事務組合 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤手当 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 地方税、所得税、共済掛金
控除

地方税、所得税、共済掛金
控除関係綴

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　週休日の振替等命令簿 業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　出勤簿 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（備品） 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（重要物品） 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 第一方面 業務計画等 月別監督指導実績綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 第一方面 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 監督関係参考資料関係 監督関係参考資料綴 第一方面 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 第一方面 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 第一方面 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務会議 各種会議関係 各種会議綴 第一方面 業務記録 各種会議綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務復命書 一般復命書関係 一般復命書 第一方面 業務記録 一般復命書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求簿関係 出頭要求簿 第一方面 業務記録 出頭要求簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 第一方面 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談・情報等記録票関係 相談・情報等記録票綴 第一方面 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 36協定指導文書関係 36協定指導文書綴 第一方面 業務記録 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可関係 許認可綴 第一方面 復命等 許認可綴（保存期間が３年のもの） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

第一方面 復命等 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 第一方面 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

第一方面 復命等 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結関
係

公益通報処理台帳完結綴 第一方面 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 適用事業報告関係 適用事業報告綴 第一方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届関
係

時間外休日労働協定届綴 第一方面 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 １年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届関係

１ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 1ケ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 第一方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 その他届関係 その他届綴 第一方面 受理届出書 その他届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 第一方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可関係 許認可綴（保存期間が効
力消滅後５年のもの）

第一方面 復命等 許認可綴（保存期間が効力消滅後５年のもの） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

第一方面 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

第一方面 復命等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導関係 集団指導綴 第一方面 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第２条第４号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの、石
綿関連文書を除く）

第一方面 復命等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）

5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 第一方面 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 第一方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎関係 寄宿舎関係綴 第一方面 受理届出書 寄宿舎関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達・事務連絡 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡 第一方面 受理文書 通達・事務連絡 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 監察関係 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳
関係

立替払認定及び確認台帳 第一方面 復命等 立替払認定及び確認台帳 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可管理台帳関係 許認可管理台帳 第一方面 業務記録 許認可管理台帳 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則受理索引簿関係 就業規則受理索引簿 第一方面 業務記録 就業規則受理索引簿 30 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿関
係

寄宿舎規則受理索引簿 第一方面 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿 30 22 廃棄

監督に関する事項 監督業務 独自番号振出簿関係 独自番号振出簿 第一方面 基準システム 独自番号振出簿 30 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文書関係 石綿関連文書 第一方面 石綿関係 石綿関連文書 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達・事務連絡 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡 第一方面 受理文書 通達・事務連絡 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 監察関係 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳
関係

立替払認定及び確認台帳 第一方面 復命等 立替払確認及び確認台帳 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可管理台帳関係 許認可管理台帳 第一方面 業務記録 許認可管理台帳 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則受理索引簿関係 就業規則受理索引簿 第一方面 業務記録 就業規則受理索引簿 30 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿関
係

寄宿舎規則受理索引簿 第一方面 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿 30 22 廃棄

監督に関する事項 監督業務 独自番号振出簿関係 独自番号振出簿 第一方面 基準システム 独自番号振出簿 30 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文書関係 石綿関連文書 第一方面 石綿関係 石綿関連文書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 雑件 教習機関からの講習案内 安全衛生 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴（石綿関連文書を除く）

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 産業医、衛生管理者選任
報告

産業医、衛生管理者選任
報告綴

安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告（一般） 健康診断結果報告綴（一
般）

安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告 共同企業体代表者届 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全関係報告 設置報告書 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休廃止報告 休廃止報告綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 一般復命書 安全衛生 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 局署会議復命 安全衛生 復命書 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 是正・中間・完成報告 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係情報統計その他
資料

相談、情報等記録 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 労働安全衛生 通達事務連絡 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 衛生関係報告（定期、随
時、臨時）

衛生関係報告（定期、随
時、臨時）綴

安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害事故報告 災害事故報告綴 安全衛生 局報告等 災害速報綴　（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害事故報告 災害事故報告綴 安全衛生 受理報告書 事故報告書綴　（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査 検査関係綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届 設置届・計画届 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全管理特別指導事業場 安全管理特別指導事業場
関係綴

安全衛生 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間・衛生週間 全国安全週間・衛生週間
関係綴

安全衛生 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 集団指導 集団指導 安全衛生 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災防団体 災防団体等関係綴 安全衛生 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 許認可事務 許認可事務 安全衛生 復命書 許認可事務綴（有期） 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害事故報告 労働災害再発防止対策書 安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 通信による調査・督促 通信による調査・督促 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 無災害記録 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 年間業務計画 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生 通達・事務連絡綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生 その他情報綴(石綿関係) 安全衛生 石綿 その他情報綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴(重大災害) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 衛生関係設備装置等設置
届受理簿

設置報告書 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生表彰事業場名簿 表彰事業場名簿 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務監察関係 業務監察関係 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

安全衛生指導・集団指導 安全衛生指導・集団指導 安全衛生 石綿 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

計画届・作業届　受付・処
理

計画届・作業届　受付・処
理

安全衛生 石綿 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

計画届・作業届 計画届・作業届 安全衛生 石綿 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 各種報告 各種報告 労災第一 文書 各種報告綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

開示請求等関係 開示請求等関係綴 労災第一 文書 開示請求関係綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災補償業務復命書 復命書 会議・研修復命書綴 労災第一 文書 会議・研修綴 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
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保存期間
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措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災補償業務復命書 復命書 会議・研修復命書綴 労災第一 文書 課内会議綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養の費用請求書審査依
頼報告

療養の費用請求書審査依
頼報告綴

労災第一 保険給付 費用請求書審査依頼綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不備返戻・保険給付請求
書受付簿

不備返戻・保険給付請求
書受付簿

労災第一 保険給付 請求書不備返戻綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 業務計画 業務計画 労災第一 保険給付 年次業務計画綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進事業 アフターケア・義肢申請・更
新報告

社会復帰促進事業 労災第一 保険給付 社会復帰関係綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務通達 各種通達 労災補償関係通達綴 労災第一 文書 通達綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務事務連絡 各種事務連絡 労災補償関係綴 労災第一 文書 事務連絡綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災協力医に対する意見
書依頼

労災協力医に対する意見
書依頼関係綴

労災第一 文書 局医・協力医実施報告綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労働保険適用徴収・労災
補償業務実施計画

労働保険適用徴収・労災
補償業務実施計画

労災第一 保険給付 監察関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費の給付キー等の変
更

診療費の給付キー等の変
更綴

労災第一 保険給付 給付キー変更報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 請求書他署回送 請求書他署回送綴 労災第一 保険給付 他署回送綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災第一 保険給付 第三者行為災害届受付台帳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理名簿 労災第一 保険給付 適正給付対策（対象者）報告関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支給決定証明願及び支給
決定証明書綴

支給決定証明願及び支給
決定証明書綴

労災第一 保険給付 支給決定証明書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 健康保険診療照会関係 健康保険診療照会関係綴 労災第一 保険給付 健康保険診療について 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 費用徴収 費用徴収関係綴 労災第一 保険給付 費用徴収綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 意見書等依頼 意見書等依頼綴 労災第一 保険給付 意見書依頼綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求 審査請求関係綴 労災第一 保険給付 審査請求綴（他署分） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災第一 保険給付 復命書綴（一般） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災第一 保険給付 復命書綴（三者） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 照会・相談等処理票 照会・相談等処理票綴 労災第一 保険給付 相談記録票綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 補５０４「労災保険の情報
の速報」について

補５０４「労災保険の情報
の速報」について

労災第一 保険給付 補５０４綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償権取得・債権発生通
知書（求償差し控え該当事
案）

求償権取得・債権発生通
知書（求償差し控え該当事
案）

労災第一 保険給付 求償権差し控え送達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災第一 保険給付 復命書整理簿（一般・三者） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

平均賃金決定・賃金調査 平均賃金決定通知書 平均賃金決定通知書綴 労災第一 保険給付 平均賃金決定関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災第一 保険給付 取下げ綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災第一 保険給付 取下げ綴（三者） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びに国の債務な関す
る計算書の作成その他の
決算に関する重要な経緯

未到達等送金・振込通知
書処理簿

労災第一 保険給付 未到達通知書処理簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 債権管理関係 債権管理関係綴 労災第一 保険給付 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求 審査請求関係綴 労災第一 保険給付 審査請求関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不支給 不支給綴 労災第一 保険給付 不支給綴(一般） 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
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労災補償に関する事項 労災保険給付 不支給 不支給綴 労災第一 保険給付 不支給綴（三者） 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 労災第一 保険給付 年金証書交付処理簿 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理名簿 労災第一 保険給付 適正給付対策名簿（せき損・じん肺・その他） 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不備返戻取消 不備返戻取消綴 労災第一 保険給付 請求書取消（不備返戻による）綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 石綿関連文書 石綿関連文書綴 労災第一 保険給付 石綿関係綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 石綿関連文書 石綿関連文書綴 労災第一 保険給付 復命書綴（石綿） 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届綴 労災第二 適用 代理人選任・解任届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届綴 労災第二 適用 保険料算定基礎調査書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続一括申請書関係 継続一括申請書関係綴 労災第二 適用 特別加入時健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付、労働保険適
用

代理人選任・解任届 代理人選任・解任届綴 労災第二 適用 事務組合保険料申告書内訳増減 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事業開始届 一括有期事業開始届綴 労災第二 適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事業総括表報告
書

一括有期事業総括表報告
書綴

労災第二 適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査復命
書

保険料算定基礎調査復命
書綴

労災第二 適用 事務組合関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労災保険率調査復命書 労災保険率調査復命書綴 労災第二 適用 研修・会議復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出 労働保険番号振出簿 労災第二 適用 適用・徴収関係事務連絡綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険加入証明・継続
一括確認照会

労働保険加入証明・継続
一括確認照会綴

労災第二 適用 事務組合保険料申告書内訳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用徴収関係送付書 適用徴収関係送付書綴 労災第二 徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

適用に係る事項 労働保険適用業務通達 年度更新関係 年度更新関係綴 労災第二 徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳 保険料申告書内訳綴 労災第二 徴収 原符等廃棄関係綴 3 － 廃棄

適用に係る事項 労働保険適用業務通達 年度更新関係 年度更新関係綴 労災第二 徴収 スタンプ領収使用簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入保険料申告内訳 特別加入保険料申告内訳 労災第二 適用 特別加入保険料申告書内訳綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労災第二 適用 保険関係成立届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届関
係文書

労災第二 適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労災第二 適用 委託解除届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労災第二 適用 労災保険率変更申出書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労災第二 適用 適用・徴収関係通達綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

労災第二 適用 継続事業一括申請書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入金現金出納計算書
（証明書を含む）

収入金現金出納計算書
（証明書を含む）綴

労災第二 徴収 出納計算書・検査書（控）・証明書(控）・引継書
綴

5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労働者の健康管理 じん肺健康 じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生 受理文書  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 安全衛生管 安全衛生管理体制報告綴 安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

名古屋南労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労働者の健康管理 健康診断等 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 特定元方事 特定元方事業開始報告綴 安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 共同企業体 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 設置報告書 設置報告書綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 休止報告・ 休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 年間安全衛 年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 一般復命書 一般復命書綴 安全衛生 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 局署会議復 局署会議復命等綴 安全衛生 復命書 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 安全衛生指 安全衛生指導復命等綴 安全衛生 復命書 出勤簿 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 是正・中間 是正・中間・完成報告書簿 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告書簿 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 相談、情報 相談 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 通達・事務 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 年報・署報 年報・署報告綴 安全衛生  事務組合 年報・署報告綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災害速報綴 災害速報綴 安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

安全衛生 事故報告書 事故報告書綴 安全衛生 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署） 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

安全衛生 労働者死傷 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 指定事業場 指定事業場指定・教育報
告綴

安全衛生 受理報告書 指定事業場指定・教育報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 設置届・計 設置届・計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 検査・書替 検査・書替申請書等綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 安全衛生指 安全衛生指導復命等綴 安全衛生 復命書 安全衛生指導復命等綴（不利益処分有り） 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 安特・衛特 安特・衛特綴 安全衛生 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 欠陥機械等 欠陥機械等通報綴 安全衛生 復命書 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 安全週間・ 安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 集団指導綴 集団指導綴 安全衛生 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災防団体指 災防団体指導綴 安全衛生 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災害調査復 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 工事差止・ 工事差止・変更勧告・指導
書綴

安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災害調査 災害調査処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

安全衛生 災害統計・ 災害統計・疾病統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 労働災害再 労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 通信による 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

安全衛生に関する事項 安全衛生 無災害記録 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 年間業務計 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 業務監察関 業務監察関係簿 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係簿 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 通達・事務 通達・事務連絡綴 安全衛生 石綿 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 その他情報 その他情報綴 安全衛生 石綿 その他情報綴（石綿関係） 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災害調査復 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴（重大災害） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 設置報告書 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

安全衛生 表彰関係綴 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 災害防止計 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 廃止事業場 廃止事業場記録等報告書
綴

安全衛生 受理報告書 廃止事業場記録等報告書綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 廃止特定機 廃止特定機械台帳綴 安全衛生 復命書 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

許認可事務綴 安全衛生 復命書 許認可事務綴（無期） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

許認可事務綴 安全衛生 復命書 許認可事務綴（有期） 10 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 安全衛生指 安全衛生指導・集団指導
綴

安全衛生 石綿 雇用保険被保険者証再交付申請書 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 計画届・作 計画届・作業届 安全衛生 石綿 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 計画届・作 計画届・作業届綴 安全衛生 石綿 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 廃止事業場 廃止事業場記録等報告書
綴

安全衛生 石綿 廃止事業場記録等報告書綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 業務 　庶務関係 休暇簿(年次休暇・病気休暇・特別休暇) 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿関係

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 厚生関係綴 厚生関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿・貸出許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・貸出許可簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿関係 業務命令外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等収受関係 特殊取扱郵便等収受簿 業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係（特殊取
扱含む）

郵便物発送簿 業務 　庶務関係 郵便物発送簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書関係 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係各種報告書綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当認定綴 通勤手当認定綴 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令・代
休日指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

予算執行要求書関係 予算執行要求書綴 業務 　庶務関係 予算執行要求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

業務 　庶務関係 会計検査、監査、受検関係綴 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄の状態が記録された
文書

業務 　庶務関係 行政文書ファイル（廃棄リスト） 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 備品供用整理簿 備品供用整理簿 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理簿 物品管理簿 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその基礎となった
意思決定及び当該意思決
定に至る過程が記録され
た文書

証拠書類（支払決議書） 業務 　庶務関係 証拠書類（支払決議書） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務業務・ 庶務業務・総務関係綴 業務 　庶務関係 庶務業務・総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員採用関係 業務 　庶務関係 非常勤職員関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 統括管理 統括管理 第一方面 業務記録 統括管理 5 － 廃棄

法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

許認可関係綴 第一方面 復命等 許認可綴（保存期間が効力消滅後5年のもの） 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 廃棄

監督に関する事項 広報 広報 広報関係綴 第一方面 監督業務 広報関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督常務 監督関係参考資料 監督関係参考資料綴 第一方面 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 局報告 監督関係報告綴 第一方面 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 業務記録 一般復命書綴 第一方面 業務記録 一般復命書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 36協定指導文書綴 36協定指導文書綴 第一方面 業務記録 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求 出頭要求簿 第一方面 業務記録 出頭要求簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 第一方面 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談・情報等記録票綴 相談・情報等記録票綴 第一方面 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

第一方面 復命等 申告処理台帳完結綴※石綿関連文書及び出
頭命令等の不利益処分を行った事案に係るも
のを除く

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

許認可綴 第一方面 復命等 許認可綴（保存期間が3年のもの） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案にかかるものを除
く）

第一方面 復命等 監督復命書完結綴　※石綿関連文書及び使用
停止等命令等不利益処分を行った事案にかか
るものを除く

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書索引簿 第一方面 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報 公益通報処理台帳完結綴 第一方面 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日 時間外休日労働協定届綴 第一方面 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1か月単位 1か月単位の変形労働時
間制に関する協定書

第一方面 受理届出書 1か月単位の変形労働時間制に関する協定書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 預金管理状 預金管理状況報告綴 第一方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 その他届綴 その他届綴 第一方面 受理届出書 その他届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 適用事業報 適用事業報告綴 第一方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画綴 監督計画綴 第一方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種会議綴 各種会議綴 第一方面 業務記録 各種会議綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定 立替払認定及び確認台帳 第一方面 復命等 立替払認定及び確認台帳 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定 立替払認定及び確認復命
書

第一方面 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

行政手続法第2条第4号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

第一方面 復命等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの）※石綿関連文書
を除く

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導綴 集団指導綴 第一方面 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

行政手続法第2条第4号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの、石
綿関連文書を除く）

第一方面 復命等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの）※石綿関連文書を
除く

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届 就業規則届出綴 第一方面 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 貯蓄金管理 貯蓄金管理協定綴 第一方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 寄宿舎関係 寄宿舎関係綴 第一方面 受理届出書 寄宿舎関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務 通達・事務連絡綴 第一方面 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係綴 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

許認可管理台帳 第一方面 業務記録 許認可管理台帳 30 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 寄宿舎規則 寄宿舎規則受理索引簿 第一方面 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿 常用 22 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則受 就業規則受理索引簿 第一方面 業務記録 就業規則受理索引簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文 石綿関連文書 第一方面 石綿関係 石綿関連文書 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険短期給付リスト 厚年情報照合リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

厚年情報照合リスト 1 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

監察関係綴 監察関係綴 労災補償 労災保険給付 監察関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 局報告書等 局報告書等綴 労災補償 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 意見依頼台 意見依頼台帳 労災補償 労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 他局署等か 他局署等からの調査依頼
→回答ファイル

労災補償 労災保険給付 他局署等からの調査依頼→回答ファイル 3 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 請求書取下 請求書取下げ願綴 労災補償 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 労災補償関 労災補償関係通達・事務
連絡等各種文書綴

労災補償 労災保険給付 労災補償関係通達・事務連絡等各種文書綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 第2種特別 第2種特別加入保険料申
告書内訳綴

労災補償 労災保険給付 第2種特別加入保険料申告書内訳綴 5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 労災保険給 労災保険給付等調査復命
書綴

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 支給決定通 支給決定通知・支払振込
通知等未到達綴

労災補償 労災保険給付 支給決定通知・支払振込通知等未到達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 特定個人情 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に関する確
認記録簿

労災補償 労災保険給付 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に関す
る確認記録簿

5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 適正給付管 適正給付管理カード 労災補償 労災保険短期給付
リスト

適正給付管理カード 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 第三者行為 第三者行為災害届受付台
帳

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 第三者行為 第三者行為災害関係綴 労災補償 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 保険給付不 保険給付不支給決定請求
書綴

労災補償 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 審査請求・ 審査請求・再審査請求・判
決書

労災補償 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判決書(副本)綴 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 給付記録票 給付記録票 労災補償 労災保険給付 給付記録票（カード） 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 適正給付管 適正給付管理名簿綴 労災補償 労災保険給付 適正給付管理名簿綴 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 適正給付対 適正給付対象者ファイル 労災補償 労災保険給付 適正給付対象者ファイル 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 (傷病・障 (傷病・障害・遺族 労災補償 労災保険給付 (傷病・障害・遺族)補償年金関係綴 30 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 社会復帰促 社会復帰促進等事業申請
書送達簿

労災補償 労災保険給付 社会復帰促進等事業申請書送達簿 30 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 労災保険給 労災保険給付等調査復命
書綴

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連） 常用 － 未定

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 労災保険の 労災保険の追加給付関係
書類綴

労災補償 労災保険給付 労災保険の追加給付関係書類綴 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係報 適用関係報告綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 適用関係報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係綴 適用関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関 年度更新関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用促進関 適用促進関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

会計検査関 会計検査関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 会計検査関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険成 労働保険成立証明関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 労働保険成立証明関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 料率変更関 料率変更関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリッ 継続メリット制適用事業場
名簿綴

労働保険適
用・徴収

労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定 保険料算定基礎調査書関
係綴

労働保険適
用・徴収

労働保険適用 保険料算定基礎調査書関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用（適用 適用 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 適用（適用関連）業務関係通達・事務連絡等各
種文書綴

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 事務組合関 事務組合関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険事務組合 事務組合関係綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険適用 特別加入関 特別加入関係書類受付台
帳

労働保険適
用・徴収

労働保険事務組合 特別加入関係書類受付台帳 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険適用 特別加入健 特別加入健康診断関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 保険料申告 保険料申告書内訳綴 労働保険適
用・徴収

労働保険事務組合 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領 スタンプ領収関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕 現金払込仕訳書綴 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 徴収業務関 徴収業務関係通達・事務
連絡等各種文書綴

労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 徴収業務関係通達・事務連絡等各種文書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成 保険関係成立届関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労働保険適用 任意加入申 任意加入申請書類関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 任意加入申請書類関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在 名称・所在地等変更届関
係綴

労働保険適
用・徴収

労働保険適用 名称・所在地等変更届関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続一括申 継続一括申請書綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 継続一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 下請負人を 下請負人を事業主とする
認可申請書関係文書

労働保険適
用・徴収

労働保険適用 下請負人を事業主とする認可申請書関係文書 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労災保険適 労災保険適用促進関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 労災保険適用促進関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事 一括有期事業開始届綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 一括有期事業開始届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労働保険適用 特別加入に 特別加入に関する変更届 労働保険適
用・徴収

労働保険事務組合 特別加入に関する変更届（第3種を含む）送達
綴

5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 現金払込書 現金払込書・領収証書 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領 スタンプ領収控綴 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 定時(臨時 定時 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 定時(臨時)検査関係綴 5 － 廃棄

11，12 個人の権利の得喪及びそ
の経緯，法人理権利の得喪
及びその経緯

労働保険徴収 収入官吏等 収入官吏等関係綴 労働保険適
用・徴収

労働保険徴収 収入官吏等関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係例 適用関係例規通達綴 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 適用関係例規通達綴 10 － 廃棄

11 個人の権利の得喪及びそ
の経緯

労災保険給付 労働保険番 労働保険番号振出簿 労働保険適
用・徴収

労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴（石綿関連文書を除く）

安全衛生 受理文書  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係情報統計その他
資料

安全関係情報統計その他
資料綴

安全衛生 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告

安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告綴

安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告（一般） 健康診断結果報告綴（一
般）

安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告

安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告綴

安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設物、機械等計画届 建設物、機械等計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設物、機械等計画届 建設物、機械等計画届綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係情報統計その他
資料

安全関係情報統計その他
資料綴

安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 出勤簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告 安全関係報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係情報統計その他
資料

安全関係情報統計その他
資料綴

安全衛生 業務記録 相談・情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計 災害統計綴 安全衛生  事務組合 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 定例報告 定例報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害速報簿 災害速報簿 安全衛生 局報告等 災害速報綴(事業場等→署・署→局) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働衛生） 事故報告 事故報告綴 安全衛生 受理報告書 事故報告書綴 5 － 廃棄
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事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書 各種検査申請書綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届受理簿 計画届受理簿 安全衛生 受理報告書 計画届・設置届綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴(不利益処分有り) 5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 安特、下混、災害多発事業
場

安特、下混、災害多発事業
場関係綴

安全衛生 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 欠陥機械 欠陥機械関係綴 安全衛生 復命書 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間 全国安全週間関係綴 安全衛生 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間 全国安全週間関係綴 安全衛生 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災防団体 災防団体等関係綴 安全衛生 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 工事着手差止め命令 工事着手差止め命令等綴 安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計 災害統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計 災害統計綴 安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 無災害記録 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生 労働衛生関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生 労働衛生関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

石綿等の製造、輸入、使用
許可申請書（石綿関連文
書）

石綿等の製造、輸入、使用
許可申請書（石綿関連文
書）

安全衛生 石綿 通達・事務連絡綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

石綿等の製造、輸入、使用
許可申請書（石綿関連文
書）

石綿等の製造、輸入、使用
許可申請書（石綿関連文
書）

安全衛生 石綿 その他情報綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等・ゴンドラ検査申
請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査申
請受付簿

安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿(検査申請書等受付簿) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴(重大災害) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届受理簿 計画届受理簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生関係表彰名簿 労働衛生関係表彰名簿 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届受理簿 計画届受理簿 安全衛生 業務記録 設置届・計画届 受付・処理経過簿 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 廃止事業場記録等報告書 廃止事業場記録等報告書
（石綿関連文書を除く）

安全衛生 受理報告書 廃止事業場記録等報告書綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 廃止事業場記録等報告書 廃止事業場記録等報告書
（石綿関連文書を除く）

安全衛生 復命書 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査 検査関係綴 安全衛生 業務記録 雇用保険被保険者証再交付申請書 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査 検査関係綴 安全衛生 復命書 許認可事務綴 常用 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査 検査関係綴 安全衛生 復命書 許認可事務綴(有期) 常用 12(2) 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 衛生管理特別指導事業場
（石綿関連文書）

衛生管理特別指導事業場
関係綴（石綿関連文書）

安全衛生 石綿 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

安全衛生 石綿 計画届・作業届 受付・処理経過簿(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

安全衛生 石綿 計画届・作業届綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 廃止事業場石綿関係記録
等報告書

廃止事業場石綿関係記録
等報告書

安全衛生 石綿 廃止事業場記録、石綿分析試料等製造・輸入・
使用届、石綿含有製品に係る報告書類等

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 短期給付リスト（診
療費関係）

保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 短期給付リスト（診
療費関係）

療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 短期給付リスト（療
養の費用関係）

受付状況件数リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 短期給付リスト（休
業関係）

未処理事案リスト（療養・費用・休業） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 適正給付管理カード 適正給付管理カード 労災補償 短期給付リスト（適
正給付管理関係）

適正給付管理名簿 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 短期給付リスト（そ
の他）

労働保険番号台帳登録票関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

５号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

事業場別被災者一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

被災者別未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

治ゆ・死亡年月日未登記リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

労働保険加入台帳更新結果確認リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト(登録) 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト(変更) 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト(訂正) 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金支払明細表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金額等変更リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

厚年情報照合リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ未入力リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 労災補償 労災保険給付 照会・相談等処理票綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 労災補償 労災保険給付 局医等相談綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付請求書受付処理
簿

保険給付請求書受付処理
簿

労災補償 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入申請書 特別加入申請書送達綴 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係書類送付書綴 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 費用徴収 費用徴収関係綴 労災補償 徴収 費用徴収関係綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 労災補償 労災保険給付 監察関係綴 5 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

官庁連絡会議 官庁連絡会議綴 労災補償 労災保険給付 会議復命書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼 専門医意見書依頼関係綴 労災補償 労災保険給付 職業病相談員（労災協力医）意見依頼台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災補償 労災保険給付 適正給付対策関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災補償 労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他局署調査依頼・回答 他局署調査依頼・回答綴 労災補償 労災保険給付 他局署からの調査依頼→回答ファイル 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願 請求書取下げ願綴 労災補償 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災補償 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼 専門医意見書依頼関係綴 労災補償 労災保険給付 職業病相談員（労災協力医）意見依頼台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年更リスト 年更リスト綴 労働保険徴
収

労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労働保険徴
収

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 会計検査院関係綴 3 15(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険成立証明関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労働保険徴
収

労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労働保険徴
収

労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 事務組合関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険徴
収

労働保険徴収 滞納整理関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 適正給付管理カード 適正給付管理カード 労災補償 短期給付リスト（適
正給付管理関係）

適正給付管理対象者ファイル 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災補償 労災保険給付 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

平均賃金決定・賃金調査 平均賃金決定 平均賃金決定関係綴 労災補償 労災保険給付 平均賃金決定通知書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災補償 労災保険給付 療養（補償）給付たる療養の給付請求書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 任意加入申請書類 任意加入申請書類関係文
書

労働保険徴
収

労働保険適用 任意加入申請書書類関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届関
係文書

労働保険徴
収

労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

下請負人を事業主とする
認可申請に係る通知

下請負人を事業主とする
認可申請に係る通知文書

労働保険徴
収

労働保険適用 下請負人を事業主とする認可申請書関係文書 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

労働保険徴
収

労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 定時（臨時）検査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入金現金出納計算書
（証明書を含む）

収入金現金出納計算書
（証明書を含む）綴

労働保険徴
収

労働保険徴収 出納計算書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

労働保険徴
収

労働保険徴収 解任分任収入関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 原符等廃棄関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 7 11,12 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届 第三者行為災害届綴 労災補償 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 11,12 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 スライド（告示） スライド関係（告示）綴 労災補償 労災保険給付 スライド関係（告示）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書

保険給付不支給決定請求
書綴

労災補償 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

労災補償 労災保険給付 給付記録票（カード） 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係例規通達綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金給付決定 年金給付決定関係綴 労災補償 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿綴 30 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書（石綿関連文書）

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書）

労災補償 労災保険給付 石綿関連文書綴「労災関係」 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査又は仲裁審査請求 審査又は仲裁審査請求 労災補償 労災保険給付 審査請求綴 特定日以
後10年（裁
決・決定）

－ 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者と
する訴状の提起その他の訴
訟に関する重要な経緯

判決書又は和解調 判決書（副本） 労災補償 労災保険給付 判決書（副本）綴 特定日以
後10(訴訟)

－ 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査又は仲裁審査請求 審査又は仲裁審査請求 労災補償 労災保険給付 再審査請求綴 特定日以
後10年（裁
決・決定）

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険徴
収

労働保険適用 代理人選任解任届綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 歳入歳出外現金出納簿
（主任・分任）

歳入歳出外現金出納簿
（主任・分任）

労働保険徴
収

労働保険徴収 収入官吏・歳入歳出外現金出納官吏事務補助
者命免簿

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金給付決定 年金給付決定関係綴 労災補償 労災保険給付 （傷病・障害・遺族）補償年金関係綴 常用 － 未定

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連） 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 未定

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

5 － 廃棄

監督に関する事項 システム 労働基準行政システム関
係

労働基準行政システム関
係綴

業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 システム 労働基準行政システム関
係

労働基準行政システム関
係綴

業務 　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

証拠書類（支払決議書） 業務 保険給付(支払関
係）

労働保険特別会計　労災保険　支払済証拠書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 旅行命令簿 業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
簿

業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書関係 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 支給関係 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理関係 物品増減及び現在額報告 物品増減及び現在額報告
書

業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 年次休暇 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書関係 出張復命書 業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 取扱注意文書_電磁的記録
媒体管理簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿 業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書関係 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 支給関係 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5年1月 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5年3月 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 業務 　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

業務 　庶務関係 行政文書ファイル(廃棄リスト） 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿（備品） 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（備品） 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画 月別監督指導実績綴 監督 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

名古屋西労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 通報 通報関係綴 監督 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付請求書受付処理
簿

保険給付請求書受付処理
簿

労災補償 労災保険給付 保険給付請求書受付処理簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進等事業 労災療養援護金申請 労災療養援護金申請関係
綴

労災補償 労災保険給付 各種援護金申請書等受付簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 特別加入保険料関係 特別加入保険料関係綴 労災補償 労働保険適用 第３種特別加入保険料申告内訳・名簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

休業厚年情報照合結果リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全管理者、総括安全衛
生管理者、産業医、衛生管
理者選任報告

安全管理者、衛生管理者、
産業医、総括安全衛生管
理者選任報告綴

安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告 特殊健康診断、一般健康
診断結果報告綴

安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書 クレーン、ボイラー等設置
報告書綴

安全衛生 受理報告書 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告、返還検査証 休止報告、返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 出勤簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業開始報告 特定元方事業開始報告綴 安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 共同企業体代表者届 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 年間安全衛生管理計画 年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間関係、全国
衛生週間

全国安全週間・労働衛生
週間綴

安全衛生  事務組合 安全週間・労働衛生週間綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 一般復命書 一般復命書綴 安全衛生 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 局署会議復命書 局署会議復命書綴 安全衛生 復命書 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 相談・情報等記録 相談・情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談・情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

検査・試験 是正・中間・完成報告 是正・中間・完成報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 行政運営 リーフレット配布依頼 監督 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 未払賃金 未払賃金立替払支給決定
通知書綴

監督 受理文書 未払賃金立替払支給決定通知書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画 月別監督計画綴 監督 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 監督 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画 方面・安衛会議綴 監督 業務記録 方面・安衛会議綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督業務 一般復命書 監督 業務記録 一般復命書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督業務 出頭要求簿 監督 業務記録 出頭要求簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理索引簿 監督 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 監督 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 監督 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 監督 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録 相談等記録票 監督 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 36協定指導文書 36協定指導文書綴 監督 業務記録 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 法人の権利義務の得喪及び
その経緯

許認可等に関する重要な
経緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る経緯が記録された文
書

監督 復命等 許認可綴（保存期間が3年もの） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書綴（石綿関連
文書及び使用停止等命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

監督 復命等 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るものを除
く）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結 公益通報処理台帳完結綴 監督 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 技能実習生 技能実習法に基づく質問
又は立入検査に関する行
政文書綴

監督 復命等 技能実習法に基づく質問又は立入検査に関す
る行政文書綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書綴（使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るもの）（石
綿を除く）

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴
（石綿関連文書及び使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るものを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届

時間外・休日労働に関する
協定届

監督 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届

監督 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1か月単位の変形労働時
間制に関する協定届

1か月単位の変形労働時
間制に関する協定届

監督 受理届出書 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告 適用事業報告 監督 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告 預金管理状況報告 監督 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 委託状況届 委託状況届 監督 受理届出書 委託状況届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 事業場外・裁量労働制等
みなし労働協定届

事業場外・裁量労働制等
みなし労働協定届

監督 受理届出書 事業場外・裁量労働みなし労働協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常時災害の理由等によ
る労働時間延長・休日労
働届

非常時災害の理由等によ
る労働時間延長・休日労
働届

監督 受理届出書 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 総務 総務関係綴 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 厚生 厚生関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿　　　外部電磁的記録媒
体貸出許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

予算執行要求書関係 予算執行要求書綴 業務 　庶務関係 予算執行要求書綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庶務業務 庶務業務関係復命書 業務 　庶務関係 庶務業務関係復命書綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 業務 　庶務関係 健康診断関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付対策関係 適正給付対策関係綴 労災補償 労災保険給付 適正給付対策 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 業務実施計画関係 業務実施計画関係綴 労災補償 労災保険給付 労働保険適用徴収・労災補償業務実施計画表 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償システム関係 労災補償システム関係綴 労災補償 労災保険給付 労災補償システム関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 業務実施計画関係 業務実施計画関係綴 労災補償 労災保険給付 労働保険適用徴収・労災補償業務実施計画の
策定について（事務分掌含）

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 労災補償 労災保険給付 情報等綴（相談記録等） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書未処理状況調関係 請求書未処理状況調関係
綴

労災補償 労災保険給付 請求書未処理状況調綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 費用徴収関係綴 労災補償 労災保険給付 費用徴収関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 労災補償関係会議綴 労災補償 労災保険給付 労災補償関係会議綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 労災補償 労災保険給付 労災補償業務監察及び労働保険適用徴収業
務綴

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 年度更新関係綴 労災補償 労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 適用促進関係綴 労災補償 労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 特別加入時健康診断関係
綴

労災補償 労働保険適用 特別加入時健康診断関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 年度更新認定決定事業場
名簿及び認定決定調査書
綴

労災補償 労働保険適用 年度更新認定決定事業場名簿及び認定決定
調査書綴

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 保険料申告書内訳 労災補償 労働保険適用 保険料申告書内訳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 会計検査院実地検査関係
資料

労災補償 労働保険適用 会計検査院実地検査関係資料 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労災補償 労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 代理人選任・解任届 代理人選任・解任届綴 労災補償 労働保険適用 代理人選任・解任届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年更リスト 年更リスト綴 労災補償 労働保険適用 年更リスト綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労災補償 労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

労災補償 労働保険適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 労災保険成立証明願 労災補償 労働保険適用 労災保険成立証明願 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 労災補償 労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 滞納整理関係綴 労災補償 労働保険徴収 滞納整理関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 スタンプ領収控綴 労災補償 労働保険徴収 スタンプ領収控綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 労災補償 労働保険徴収 現金払込仕訳書 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 労働保険特別会計収入金
現金出納計算書及び歳入
歳出外現金出納計算書綴

労災補償 労働保険徴収 労働保険特別会計収入金現金出納計算書及
び歳入歳出外現金出納計算書綴

3 － 廃棄

1,14 法律の制定又は改廃及び
その経緯、告示、訓令及び
通達の制定又は改廃及び
その経緯

労働安全 通達・事務連絡 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告 安全関係報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害事故報告 災害速報綴 安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査・書換申請書 検査・書換申請書綴 安全衛生 受理報告書 検査・書換申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害事故報告 災害速報綴 安全衛生 受理報告書 事故報告書綴　（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 労働者死傷病報告書 労働者死傷病報告書綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 統括管理命令・報告 統括管理命令・報告綴 安全衛生 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 集団指導 集団指導綴 安全衛生 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 安特事業場関係 安特綴 安全衛生 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災防団体 災防団体等関係綴 安全衛生 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 欠陥機械 欠陥機械関係綴 安全衛生 復命書 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴（不利益処分有り） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 工事着手差止め命令 工事差止・変更勧告・指導
書綴

安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査処理経過簿 災害調査処理経過簿綴 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計 災害統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策諸
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策諸関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 無災害記録 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務連絡 通達・事務連絡綴 監督 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画 監督計画綴 監督 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書

立替払認定及び確認復命
書

監督 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導 数段指導に関する書類綴 監督 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 個人の権利義務の得喪及び
その経緯、法人の権利義務
の得喪及びその経緯

行政手続法第２条第４号
の不利益処分に関する重
要な経緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書（使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るもの）（石綿
を除く）

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴
（使用停止等命令等不利益処分を行った事案
に係るもの。石綿関連文書を除く）

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則届 就業規則届出綴 監督 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定 貯蓄金管理協定綴 監督 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎設置届 寄宿舎設置届綴 監督 受理届出書 寄宿舎関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令　出張復命書 旅行命令簿　　出張復命書 業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿 業務命令外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 人事 人事関係綴 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 年次休暇 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 非常勤職員 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿
代休日指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付支払不能関係 保険給付費等支払不能関
係

労災補償 労災保険給付 保険給付費等支払不能関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権関係綴 業務 　庶務関係 債権関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

未到達国庫金送金通知書
整理簿

業務 　庶務関係 未到達等送金振込通知書処理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

概算旅費請求書綴 業務 　庶務関係 概算旅費請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

精算旅費請求書綴 業務 　庶務関係 精算旅費請求書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 業務 　庶務関係 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 業務 　庶務関係 非常勤職員（相談員等）勤務状況報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特殊勤務手当等 特殊勤務実績簿
特殊勤務手当整理簿

業務 　庶務関係 特殊勤務実績・特殊勤務手当整理簿綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 業務 　庶務関係 非常勤職員関係給与（諸謝金）支払明細書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

証拠書類（支払決議書） 業務 　庶務関係 労働保険特別会計 労災保険 支払済証拠書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細書請求
書綴

業務 　庶務関係 郵便切手使用明細書請求書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務予定者報告書 業務 　庶務関係 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務等命令簿 業務 　庶務関係 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

金券受理簿 業務 　庶務関係 金券受理簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

平均賃金決定・賃金調査 平均賃金決定 通勤手当認定綴 労災補償 労災保険給付 平均賃金決定通知書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 労災保険支給決定証明書
綴

労災補償 労災保険給付 労災保険支給決定証明書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 年金関係綴 労災補償 労災保険給付 年金関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償権差し控え送達 求償権差し控え送達綴 労災補償 労災保険給付 求償権差し控え送達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 保険給付に関する実地調
査復命書綴

労災補償 労災保険給付 保険給付に関する実地調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 労災補償関係通達綴 労災補償 労災保険給付 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 労働福祉事業申請書送達
簿

労災補償 労災保険給付 労働福祉事業申請書送達簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 療養（補償）給付請求書綴 労災補償 労災保険給付 療養（補償）給付請求書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 特定個人情報記録簿 労災補償 労災保険給付 特定個人情報記録簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

下請負人を事業主とする
認可申請書関係文書

労災補償 労働保険適用 下請負人を事業主とする認可申請書関係文書 5 12(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 継続事業一括申請書関係
文書

労災補償 労働保険適用 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 適用・徴収関係通達綴 労災補償 労働保険適用 適用・徴収関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 特別加入保険料申告書内
訳綴

労災補償 労働保険適用 特別加入保険料申告書内訳綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届関
係文書

労災補償 労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険適用 労働保険適用 労災保険率調査調査復命
書綴
（事業の種類変更申出書）

労災補償 労働保険適用 労災保険率調査調査復命書綴
（事業の種類変更申出書）

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 現金出納簿(主任収入官
吏)

労災補償 労働保険徴収 現金出納簿(主任収入官吏) 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 現金出納簿(分任収入官
吏)

労災補償 労働保険徴収 現金出納簿(分任収入官吏) 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 現金出納簿(分任収入官
吏・転免者分)

労災補償 労働保険徴収 現金出納簿(分任収入官吏・転免者分) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書 現金払込書 労災補償 労働保険徴収 現金払込書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労災補償 労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 現金領収証書原符綴(分任
収入官吏・転免者分)

労災補償 労働保険徴収 現金領収証書原符綴(分任収入官吏・転免者
分)

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書等引継書 現金領収証書等引継書綴 労災補償 労働保険徴収 現金領収証書等引継書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 定時(臨時)検査関係綴 労災補償 労働保険徴収 定時(臨時)検査関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 スタンプ領収使用簿 労災補償 労働保険徴収 スタンプ領収使用簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 収入官吏命免関係綴 労災補償 労働保険徴収 収入官吏命免関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労働保険徴収 労働保険徴収 現金出納簿・現金領収証
書廃棄関係綴

労災補償 労働保険徴収 現金出納簿・現金領収証書廃棄関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当認定 通勤手当認定綴 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5年1月 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳振出簿

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳振出簿 7 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書受付簿 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 表彰 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察 監察関係綴 監督 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳 立替払認定及び確認台帳 監督 復命等 立替払認定及び確認台帳 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求関係 審査請求関係綴 労災補償 労災保険給付 審査請求関係綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 物品供用簿（備品） 労災補償 労災保険給付 審査請求事件記録簿 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（重要物品）
物品管理簿（備品）

労災補償 労災保険給付 年金証書交付処理簿 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 保険給付不支給綴 労災補償 労災保険給付 保険給付不支給綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願 請求書取下げ願綴 労災補償 労災保険給付 保険給付取り下げ綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 スライド関係（告示）綴 スライド関係（告示）綴 労災補償 労災保険給付 スライド関係（告示）綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 監督 業務記録 許認可管理台帳 30 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿 寄宿舎規則届、受理索引
簿

監督 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき文書　廃棄の状態
が記録された文書

行政文書ファイル官吏簿
廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

業務 　庶務関係 行政文書ファイル（廃棄リスト） 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 物品供用簿（備品） 監督 業務記録 就業規則受理索引簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（重要物品）
物品管理簿（備品）

監督 復命等 許認可綴（保存期間が効力消滅後5年のもの） 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 廃棄

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文書 石綿関連文書綴 監督 石綿関係 石綿関連文書 常用 － 廃棄

1,14 法律の制定又は改廃及び
その経緯、告示、訓令及び
通達の制定又は改廃及び
その経緯

労働安全 通達・事務連絡（石綿） 通達・事務連絡（石綿）綴 安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 衛生関係復命書 安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）関係

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働衛生 その他情報（石綿関係） その他情報綴（石綿関係） 安全衛生 石綿関係 その他情報綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）

計画届・作業届　受付処理
経過簿

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届　受付処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 物品供用簿（備品） 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（重要物品）
物品管理簿（備品）

業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 石綿関連文書綴 労災補償 労災保険給付 石綿関連文書綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金 受給者別年金関係綴 労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他局署調査依頼・回答 他局署調査依頼・回答綴 労災補償 労災保険給付 他局調査依頼・他行政機関からの依頼文書（回
答等）

常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 個人情報保護関係綴 労災補償 労災保険給付 個人情報保護関係綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 取消処理にかかる実地調
査復命書綴

労災補償 労災保険給付 取消処理にかかる実地調査復命書綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付 裁判所からの嘱託 労災補償 労災保険給付 裁判所からの嘱託 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

労災補償 労働保険適用 労働保険番号振出関係帳簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 第一方面 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 第一方面 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 広報関係 広報関係綴 第一方面 監督業務 広報関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 最低賃金の減額の特例許
可書用紙受払関係

最低賃金の減額の特例許
可書用紙受払簿

第一方面 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告関係

特定元方事業者事業開始
報告綴

第一方面 検査・試験 特定元方事業者事業開始報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係参考資料関係 監督関係参考資料綴 第一方面 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 第一方面 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 第一方面 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種会議関係 各種会議綴 第一方面 業務記録 各種会議綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引関係 申告処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 相談等記録票綴 第一方面 業務記録 出勤簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場関係 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 労働基準協会関係 労働基準協会関係綴 第一方面 業務記録 労働基準協会関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種復命書関係 各種復命書綴 第一方面 業務記録 各種復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 36協定指導文書関係 36協定指導文書綴 第一方面  事務組合 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引関
係

公益通報処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳関係 公益通報処理台帳完結綴 第一方面 業務記録 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿関係 確認対象事業場名簿綴 第一方面 業務記録 確認対象事業場名簿綴 3 － 廃棄

豊橋労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 就業環境 解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 第一方面 復命等 解雇予告除外認定綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書（石綿関連文
書及び使用停止等命令等
不利益処分を行った事案
に係るものを除く）関係

監督復命書綴（石綿関連
文書及び使用停止等命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

第一方面 復命等 監督復命書綴（石綿関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行った事案に係るものを
除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳（石綿関連
文書及び出頭命令等の不
利益処分を行った事案に
係るものを除く）関係

申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

第一方面 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引関係 監督復命書索引簿 第一方面 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）
（石綿関連文書及び使用
停止等命令等不利益処分

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴
（石綿関連文書及び使用
停止等命令等不利益処分

第一方面 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴
（石綿関連文書及び使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るものを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届関
係

時間外休日労働協定届綴 第一方面 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 第一方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 第一方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1週間単位の非定型的変
形労働時間制に関する協
定届関係

1週間単位の非定型的変
形労働時間制に関する協
定届綴

第一方面 受理届出書 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関す
る協定届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 その他届関係 その他届綴 第一方面 受理届出書 その他届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する決議届関係

企画業務型裁量労働制に
関する決議届綴

第一方面 受理届出書 企画業務型裁量労働制に関する決議届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する報告関係

企画業務型裁量労働制に
関する報告綴

第一方面 受理届出書 企画業務型裁量労働制に関する報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 専門業務型裁量労働制に
関する協定届関係

専門業務型裁量労働制に
関する協定届綴

第一方面 受理届出書 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常災害時間延長届関係 非常災害時間延長届綴 第一方面 受理届出書 非常災害時間延長届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 事業場外・裁量労働みなし
労働協定届関係

事業場外・裁量労働みなし
労働協定届綴

第一方面 受理届出書 事業場外・裁量労働みなし労働協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 嘱託・照会回答等関係 嘱託・照会回答等綴 第一方面 嘱託・照会回答等 嘱託・照会回答等綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理実施状況
報告関係

じん肺健康管理実施状況
報告綴

安全衛生 健康管理 じん肺健康管理実施状況報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 特殊健康診断結果報告関
係

特殊健康診断結果報告綴 安全衛生 健康管理 特殊健康診断結果報告綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 雑件関係 雑件綴 安全衛生 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全衛生管理体制報告関
係

安全衛生管理体制報告綴 安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断等結果報告関係 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告・返還検査証関
係

休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11、 12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯、個人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 年間安全衛生管理計画関
係

年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務復命書 一般復命書関係 一般復命書綴 安全衛生 復命等 一般復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生管理 安全衛生指導復命書関係 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務復命書 局署会議復命等関係 局署会議復命等綴 安全衛生 復命等 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生管理 是正・中間・完成報告関係 是正・中間・完成報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11、 12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯、個人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 相談、情報等記録関係 相談、情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係雑件関係 労災補償関係雑件綴 労災第一 文書 労災補償関係雑件綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係会議関係 労災補償関係会議綴 労災第一 文書 労災補償関係会議綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係監察関係 労災補償関係監察関係綴 労災第一 文書 労災補償関係監察関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査・書替申請書等関係 検査・書替申請書等綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

最低賃金の減額の特例許
可申請関係

最低賃金の減額の特例許
可申請処理簿

第一方面 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可申請処理簿 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

最低賃金の減額の特例許
可関係

最低賃金の減額の特例許
可綴

第一方面 最低賃金・平均賃
金

最低賃金の減額の特例許可綴 5 12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達 各種通達関係 各種通達綴 第一方面 受理文書 各種通達綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 第一方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認関係 立替払認定及び確認台帳 第一方面 復命等 立替払認定及び確認台帳 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

第一方面 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書（使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るもの）（石綿
関連文書を除く）関係

監督復命書綴（使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るもの）（石
綿関連文書を除く）

第一方面 復命等 監督復命書綴（使用停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの）（石綿関連文書を除
く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導に関する書類関
係

集団指導に関する書類綴 第一方面 復命等 集団指導に関する書類綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）
（使用停止等命令等不利
益処分を行った事案に係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴
（使用停止等命令等不利
益処分を行った事案に係

第一方面 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴
（使用停止等命令等不利益処分を行った事案
に係るもの。石綿関連文書を除く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 第一方面 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 第一方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 寄宿舎 寄宿舎規則関係 寄宿舎規則綴 第一方面 受理届出書 寄宿舎規則 5 － 廃棄

監督に関する事項 寄宿舎 寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 第一方面 受理届出書 寄宿舎設置届綴 5 － 廃棄

1、 14 法律の制定又は改廃およ
びその経緯、告示、訓令及
び通達の判定又は改廃及
びその経緯

安全衛生業務通達 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年報・諸報告関係 年報・諸報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 災害速報(事業場等→署・
署→局)関係

災害速報綴(事業場等→
署・署→局)

安全衛生 局報告等 災害速報綴(事業場等→署・署→局) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 労働者死傷病報告書関係 労働者死傷病報告書綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 事故報告書(事業場→署)
関係

事故報告書綴　(事業場→
署)

安全衛生 受理報告書 事故報告書綴　(事業場→署) 5 － 廃棄

11、 12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯、個人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 集団指導関係 集団指導綴 安全衛生 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全衛生 復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 欠陥機械等通報関係 欠陥機械等通報綴 安全衛生 復命等 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安特・衛特関係 安特・衛特綴 安全衛生 復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災防団体指導関係 災防団体指導綴 安全衛生 復命等 災防団体指導綴 5 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全衛生指導復命書(不利
益処分有り)関係

安全衛生指導復命書綴(不
利益処分有り)

安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴(不利益処分有り) 5 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全週間・労働衛生週間
関係

安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生 復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 工事差止・変更勧告・指導
書関係

工事差止・変更勧告・指導
書綴

安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 通信による調査・督促等関
係

通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 無災害記録関係 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 災害統計・疾病統計関係 災害統計・疾病統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査処理経過関係 災害調査処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務計画 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務監察 業務監察関係 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

11、 12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯、個人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働衛生業務情報 その他情報(石綿関係)関
係

その他情報綴(石綿関係) 安全衛生 石綿関係 その他情報綴(石綿関係) 5 － 廃棄

1、 14 法律の制定又は改廃およ
びその経緯、告示、訓令及
び通達の判定又は改廃及
びその経緯

安全衛生業務通達 通達・事務連絡(石綿関係)
関係

通達・事務連絡綴(石綿関
係)

安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴(石綿関係) 5 － 廃棄

1、 14 法律の制定又は改廃およ
びその経緯、告示、訓令及
び通達の判定又は改廃及
びその経緯

労災保険業務通達 労災補償関係通達関係 労災補償関係通達綴 労災第一 文書 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災保険に係る事項 労災保険業務予算 予算関係 予算関係綴 労災第一 保険給付 予算関係綴 5 － 廃棄

労災保険に係る事項 労災保険業務予算 予算関係 予算関係綴 労災第二 適用 予算関係綴 5 － 廃棄

1、 14 法律の制定又は改廃およ
びその経緯、告示、訓令及
び通達の判定又は改廃及
びその経緯

安全衛生業務通達 各種例規通達関係 各種例規通達綴 第一方面 受理文書 各種例規通達綴 10 － 廃棄

1、 14 法律の制定又は改廃およ
びその経緯、告示、訓令及
び通達の判定又は改廃及
びその経緯

安全衛生業務通達 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 第一方面 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務観察 監察関係 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 収入印紙(検査申請書等受
付簿)関係

収入印紙貼用簿(検査申請
書等受付簿)

安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿(検査申請書等受付簿) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査復命書(重大災
害)関係

災害調査復命書綴(重大災
害)

安全衛生 復命等 災害調査復命書綴(重大災害) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届　受付・処
理経過関係

設置届・計画届　受付・処
理経過簿

安全衛生 業務記録 設置届・計画届　受付・処理経過簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 表彰関係 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書受付関係 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

11、 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 災害防止計画関係 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係例規通達関
係

労災補償関係例規通達綴 労災第一 文書 労災補償関係例規通達綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求関係 審査請求関係綴 労災第一 保険給付 審査請求関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 廃止特定機械台帳関係 廃止特定機械台帳綴 安全衛生 復命等 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳関係 許可・認定管理台帳 第一方面 業務記録 許可・認定管理台帳 常用 22 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

断続的な宿直又は日直許
可申請書関係

断続的な宿直又は日直許
可申請書綴

第一方面 復命等 断続的な宿直又は日直許可申請書綴 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

監視断続労働に従事する
者に対する適用除外許可
申請書関係

監視断続労働に従事する
者に対する適用除外許可
申請書綴

第一方面 復命等 監視断続労働に従事する者に対する適用除外
許可申請書綴

特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

監視断続労働に従事する
者に対する適用除外許可
申請書関係

監視断続労働に従事する
者に対する適用除外許可
申請書綴

第一方面 復命等 監視断続労働に従事する者に対する適用除外
許可申請書綴

特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

監督に関する事項 寄宿舎 寄宿舎規則受理関係 寄宿舎規則受理索引簿 第一方面 受理届出書 寄宿舎規則受理索引簿 常用 22 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書（石綿関連文
書）関係

監督復命書綴（石綿関連
文書）

第一方面 石綿関係 監督復命書綴（石綿関連文書） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務(無期)関係 許認可事務綴(無期) 安全衛生 復命等 許認可事務綴(無期) 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 労災第二 適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理区分決定
関係

じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務(有期)関係 許認可事務綴(有期) 安全衛生 復命等 許認可事務綴(有期) 特定日以
後5年(許認

可等)

－ 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届・作業届(石綿関係)
関係

計画届・作業届綴(石綿関
係)

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴(石綿関係) 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届・作業届　受付・処
理経過(石綿関係)関係

計画届・作業届　受付・処
理経過簿(石綿関係)

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿(石綿関係) 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全衛生指導・集団指導
(石綿関係)関係

安全衛生指導・集団指導
綴(石綿関係)

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 未定

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 月別監督指導実績綴 第一方面 業務計画等 月別監督指導実績綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報・回報関係 通報・回報関係綴 第一方面 局報告等 通報・回報関係綴 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 特別加入健康診断費用請
求書送付状

特別加入健康診断費用請
求書送付状綴

労災 労働保険適用 特別加入健康診断費用請求書送付状綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 電話照会処理簿（脳・疾病
等相談記録表/精神・石綿
含む）

電話照会処理簿綴（脳・疾
病等相談記録表/精神・石
綿含む）

労災 労災保険給付 電話照会処理簿綴（脳・疾病等相談記録表/精
神・石綿含む）

1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書受付簿 請求書受付簿 労災 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

労災保険給付 外部電磁的記録媒体等依
頼及び管理簿・持出許可
簿

外部電磁的記録媒体等依
頼及び管理簿・持出許可
簿

労災 労災保険給付 外部電磁的記録媒体等依頼及び管理簿・持出
許可簿

1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養給付請求書・診療費
内訳書（要調分）送付書
（付診療費内訳書）・調査
済報告書

療養給付請求書・診療費
内訳書（要調分）送付書
（付診療費内訳書）・調査
済報告書

労災 労災保険給付 療養給付請求書・診療費内訳書（要調分）送付
書（付診療費内訳書）・調査済報告書

1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 広報関係 広報関係綴 第一方面 監督業務 広報関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 未払賃金立替払支給決定
通知書

未払賃金立替払支給決定
通知書綴

第一方面 監督業務 未払賃金立替払支給決定通知書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 ３６協定返戻 ３６協定返戻綴 第一方面 就業 ３６協定返戻綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書綴 第一方面 復命等 監督復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導 集団指導綴 第一方面 復命等 集団指導綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳 申告処理台帳綴 第一方面 復命等 申告処理台帳綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
係る過程が記録された文
書

許認可綴(保存期間３年） 第一方面 復命等 許認可綴(保存期間３年） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 災害時監督等処理 災害時監督等処理簿 第一方面 復命等  事務組合 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 間徳計画関係 月別監督計画綴 第一方面 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告綴 監督関係報告綴 第一方面 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告綴（調査嘱
託・照会文書回答）

監督関係報告綴（調査嘱
託・照会文書回答）

第一方面 局報告等 監督関係報告綴（調査嘱託・照会文書回答） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告綴 (行政効
果把握表）

監督関係報告綴 (行政効
果把握表）

第一方面 局報告等 監督関係報告綴 (行政効果把握表） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 一般復命書綴 一般復命書綴 第一方面 業務記録 一般復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 方面会議議事録 方面会議議事録 第一方面 業務記録 方面会議議事録 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 第一方面 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理簿 申告処理簿 第一方面 業務記録 申告処理簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳綴 要監理事業場台帳綴 第一方面 業務記録 要監理事業場台帳綴 3 － 廃棄

岡崎労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 相談・情報等記録票綴 相談・情報等記録票綴 第一方面 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 時間外・休日労働協定届
綴

時間外・休日労働協定届
綴

第一方面 受理届出書 時間外・休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 １年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告綴 適用事業報告綴 第一方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告綴 預金管理状況報告綴 第一方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 １か月単位の変形労働時
間制協定届・１週間単位の
変形労働時間制協定届綴

１か月単位の変形労働時
間制協定届・１週間単位の
変形労働時間制協定届綴

第一方面 受理届出書 １か月単位の変形労働時間制協定届・１週間単
位の変形労働時間制協定届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 事業場外・裁量労働みなし
労働協定届

事業場外・裁量労働みなし
労働協定届

第一方面 受理届出書 事業場外・裁量労働みなし労働協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 企画業務型裁量労働制設
置届・決議届・報告綴

企画業務型裁量労働制設
置届・決議届・報告綴

第一方面 受理届出書 企画業務型裁量労働制設置届・決議届・報告
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 委託状況届綴 委託状況届綴 第一方面 受理届出書 委託状況届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 専門業務型裁量労働制協
定届綴

専門業務型裁量労働制協
定届綴

第一方面 受理届出書 専門業務型裁量労働制協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 非常災害時間延長届綴 非常災害時間延長届綴 第一方面 受理届出書 非常災害時間延長届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 フレックスタイム制に関す
る協定届

フレックスタイム制に関す
る協定届

第一方面 受理届出書 フレックスタイム制に関する協定届 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務業務 物品管理関係 官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 物品管理関係 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 総務関係 総務関係綴 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 厚生関係 厚生関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 情報室関係 情報室関係綴 業務 　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

監督に関する事項 庶務業務 本省システム関係 本省システム関係綴 業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 庁舎管理関係 庁舎管理関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 じん肺健康管理区分決定
関係

じん肺健康管理区分決定
関係綴

第二方面 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

労働安全 雑件 雑件綴 第二方面 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生管理体制報告 安全衛生管理体制報告綴 第二方面 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 健康診断等結果報告 健康診断等結果報告綴 第二方面 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書 設置報告書綴 第二方面 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 休止報告・返還検査証 休止報告・返還検査証綴 第二方面 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 年間安全衛生管理計画 年間安全衛生管理計画綴 第二方面 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

労働安全 一般復命書 一般復命書綴 第二方面 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

労働安全 局署会議復命等 局署会議復命等綴 第二方面 復命書 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

労働安全 安全衛生指導復命書 安全衛生指導復命書綴 第二方面 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 特定元方事業開始報告 特定元方事業開始報告綴 第三方面 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 費用徴収関係 費用徴収関係綴 労災 労働保険徴収 費用徴収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適用・徴収関係雑件 適用・徴収関係雑件綴 労災 労働保険徴収 適用・徴収関係雑件綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適用・徴収関係各種報告
書

適用・徴収関係各種報告
書綴

労災 労働保険徴収 適用・徴収関係各種報告書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書綴 労災 労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 スタンプ領収関係 スタンプ領収関係綴 労災 労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険料算定基礎調査関係
局実施分

保険料算定基礎調査関係
綴局実施分

労災 労働保険適用 保険料算定基礎調査関係綴局実施分 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 認定決定調査書 認定決定調査書綴 労災 労働保険適用 認定決定調査書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労災 労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労働保険適用関係進達 労働保険適用関係進達綴 労災 労働保険適用 労働保険適用関係進達綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険料算定基礎調査書署
実施分

保険料算定基礎調査書綴
署実施分

労災 労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴署実施分 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労働保険適用関係進達事
務組合

労働保険適用関係進達綴
事務組合

労災 労働保険適用 労働保険適用関係進達綴事務組合 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 特別加入健康診断関係 特別加入健康診断関係綴 労災 労働保険適用 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年度更新関係 年度更新関係綴 労災 労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年度更新申告書進達 年度更新申告書進達綴 労災 労働保険適用 年度更新申告書進達綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 戸籍・住民票の依頼につ
いて

戸籍・住民票の依頼につ
いて

労災 労災保険給付 戸籍・住民票の依頼について 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険業務センター調
査結果復命書送付書

労災保険業務センター調
査結果復命書送付書綴

労災 労災保険給付 労災保険業務センター調査結果復命書送付書
綴

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害復命書整
理

第三者行為災害復命書整
理綴

労災 労災保険給付 第三者行為災害復命書整理綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 アフターケア・義肢等支給
局提出分

アフターケア・義肢等支給
局提出分

労災 労災保険給付 アフターケア・義肢等支給局提出分 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 労災 労災保険給付 専門医意見書依頼関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願 請求書取下げ願綴 労災 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 労災 労災保険給付 適正給付管理関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害復命書 第三者行為災害復命書綴 労災 労災保険給付 第三者行為災害復命書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費の労働保険番号等
の変更について

診療費の労働保険番号等
の変更について

労災 労災保険給付 診療費の労働保険番号等の変更について 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書回送簿 請求書回送簿 労災 労災保険給付 請求書回送簿 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 地方労災医員等実績報告
関係

地方労災医員等実績報告
関係綴

労災 労災保険給付 地方労災医員等実績報告関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 補504「労災保険の情報の
速報」について

補504「労災保険の情報の
速報」について

労災 労災保険給付 補504「労災保険の情報の速報」について 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 検査・診断書提出等依頼
関係

検査・診断書提出等依頼
関係綴

労災 労災保険給付 検査・診断書提出等依頼関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 健康保険診療照会関係 健康保険診療照会関係綴 労災 労災保険給付 健康保険診療照会関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償権取得・債権発生通
知書（求償差し控え該当事
案）

求償権取得・債権発生通
知書（求償差し控え該当事
案）

労災 労災保険給付 求償権取得・債権発生通知書（求償差し控え該
当事案）

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 労災 労災保険給付 厚年情報照合リスト 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 来署通知振出簿 来署通知振出簿 第一方面 監督業務 来署通知振出簿 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書

立替払認定及び確認復命
書

第一方面 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書(不利益処分) 監督復命書綴(不利益処
分)

第一方面 復命等 監督復命書綴(不利益処分) 5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
係る過程が記録された文
書

許認可綴
 （最低賃金の減額特例許
可申請書)

第一方面 復命等 許認可綴
 （最低賃金の減額特例許可申請書)

5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
係る過程が記録された文
書

許認可綴
 （最賃許可以外)

第一方面 復命等 許認可綴
 （最賃許可以外)

5 12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳綴（出頭命
令等の不利益処分を行っ
た事案）

申告処理台帳綴（出頭命
令等の不利益処分を行っ
た事案）

第一方面 復命等 申告処理台帳綴（出頭命令等の不利益処分を
行った事案）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 第一方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 貯蓄金管理協定 貯蓄金管理協定綴 第一方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 本社一括　就業規則届 本社一括　就業規則届綴 第一方面 受理届出書 本社一括　就業規則届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 本社一括　時間外・休日労
働協定・届

本社一括　時間外・休日労
働協定・届綴

第一方面 受理届出書 本社一括　時間外・休日労働協定・届綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 業務命令外出簿 業務命令外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 特殊取扱郵便等収受簿 特殊取扱郵便等収受簿 業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 後納郵便発送関係 後納郵便発送関係綴 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 会計関係 会計関係綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 人事関係 人事関係綴 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 物品管理関係 物品異動関係綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 物品管理関係 備品供用整理簿 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 休暇簿 休暇簿 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 非常勤職員の服務と勤務
の承認・処理などに関する

非常勤職員の服務と勤務
の承認・処理などに関する
綴

業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 通勤手当認定 通勤手当認定綴 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 週休日の振替等命令・代
休指定簿

週休日の振替等命令・代
休指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 勤務時間報告書 勤務時間報告書綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 予算関係 予算関係綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 非常勤職員採用関係 非常勤職員採用関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 休暇簿関係 休暇簿 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 所属職員の服務と勤務の
承認・処理などに関する

所属職員の服務と勤務の
承認・処理などに関する綴

業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務連絡 通達・事務連絡綴 第二方面 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 年報・諸報告 年報・諸報告綴 第二方面 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災害速報　（事業場等→
署・署→局）

災害速報綴　（事業場等→
署・署→局）

第二方面 局報告等 災害速報綴　（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 第二方面 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査・書替申請書等 検査・書替申請書等綴 第二方面 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置届・計画届 設置届・計画届綴 第二方面 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安特・衛特 安特・衛特綴 第二方面 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全週間・労働衛生週間 安全週間・労働衛生週間
綴

第二方面 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 集団指導 集団指導綴 第二方面 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災防団体指導 災防団体指導綴 第二方面 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

第二方面 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災害統計・疾病統計 災害統計・疾病統計綴 第二方面 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

第二方面 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 通信による調査・督促等 通信による調査・督促等 第二方面 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 年間業務計画 年間業務計画綴 第二方面 施策 年間業務計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 業務監察関係 業務監察関係綴 第二方面 施策 業務監察関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 統括管理命令・報告 統括管理命令・報告綴 第三方面 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係各種報告書 労災補償関係各種報告書
綴

労災 文書 労災補償関係各種報告書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係雑件 労災補償関係雑件綴 労災 文書 労災補償関係雑件綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係通達 労災補償関係通達綴 労災 文書 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 研修・会議復命書 研修・会議復命書綴 労災 文書 研修・会議復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 未到達等送金振込通知書
処理簿

未到達等送金振込通知書
処理簿

労災 労災保険給付 未到達等送金振込通知書処理簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付支払不能関係 保険給付支払不能関係綴 労災 労災保険給付 保険給付支払不能関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 債権管理関係 債権管理関係綴 労災 労災保険給付 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 特別加入保険料申告書内
訳　海外派遣者

特別加入保険料申告書内
訳綴　海外派遣者

労災 労災保険給付 特別加入保険料申告書内訳綴　海外派遣者 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養・休業・障害・（補償）
給付請求書不備返戻簿

療養・休業・障害・（補償）
給付請求書不備返戻簿

労災 労災保険給付 療養・休業・障害・（補償）給付請求書不備返戻
簿

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書整理簿 実地調査復命書整理簿綴 労災 労災保険給付 実地調査復命書整理簿綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 補償費実地調査復命書 補償費実地調査復命書綴 労災 労災保険給付 補償費実地調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養給付請求書 療養給付請求書 労災 労災保険給付 療養給付請求書 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養の給付請求書送付票
（診療費・薬剤費）

療養の給付請求書送付票
（診療費・薬剤費）

労災 労災保険給付 療養の給付請求書送付票（診療費・薬剤費） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書不備返戻 請求書不備返戻綴 労災 労災保険給付 請求書不備返戻綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保有個人情報開示請求
（労災）関係

保有個人情報開示請求
（労災）関係綴

労災 労災保険給付 保有個人情報開示請求（労災）関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 平均賃金決定関係 平均賃金決定関係綴 労災 平均賃金決定 平均賃金決定関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達 通達綴 第一方面 受理文書 通達綴 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 事務連絡 事務連絡綴 第一方面 受理文書 事務連絡綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 会計監査・検査関係 会計監査・検査関係綴 業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

第二方面 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰関係 表彰関係綴 第二方面 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書受付簿 設置報告書受付簿 第二方面 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰関係 表彰関係綴 第二方面 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置届・計画届　受付・処
理経過簿

設置届・計画届　受付・処
理経過簿

第二方面 業務記録 設置届・計画届　受付・処理経過簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 第二方面 施策 災害防止計画綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適用・徴収関係通達 適用・徴収関係通達綴 労災 労働保険徴収 適用・徴収関係通達綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書

保険給付不支給決定請求
書綴

労災 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険支給決定証明発
行台帳

労災保険支給決定証明発
行台帳

労災 労災保険給付 労災保険支給決定証明発行台帳 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
係る過程が記録された文
書

許認可管理台帳 第一方面 業務記録 許認可管理台帳 30 12(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

庶務業務 特例文書発議台帳 特例文書発議台帳 業務 　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

庶務業務 行政文書ファイル廃棄リス
ト

行政文書ファイル廃棄リス
ト

業務 　庶務関係 行政文書ファイル廃棄リスト 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 廃止特定機械台帳 廃止特定機械台帳綴 第二方面 復命書 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査証番号等振出簿 検査証番号等振出簿 第二方面 業務記録 検査証番号等振出簿 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務業務 物品管理簿 物品管理簿 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 通達・事務連絡(石綿関係) 通達・事務連絡綴(石綿関
係)

第二方面 石綿 通達・事務連絡綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生指導・集団指導
(石綿関係)

安全衛生指導・集団指導
綴(石綿関係)

第二方面 石綿 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 計画届・作業届　受付・処
理経過簿(石綿関係)

計画届・作業届　受付・処
理経過簿(石綿関係)

第二方面 石綿 計画届・作業届　受付・処理経過簿(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 計画届・作業届(石綿関係) 計画届・作業届綴(石綿関
係)

第二方面 石綿 計画届・作業届綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達・事務連絡 各種通達 各種通達 業務 　庶務関係  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

13 人事に係る事項 人事業務通達・事務連絡 各種通達 各種通達 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

厚生に係る事項 厚生業務通達・事務連絡 各種通達 各種通達 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

会計に係る事項 会計業務通達・事務連絡 各種通達 各種通達 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算に係る執行状況報告 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達・事務連絡 各種通達 各種通達綴 業務 　庶務関係 その他各課関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受験 会計検査、監査、受験関係
綴

業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

一宮労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 システム 労働基準行政システム関
係

労働基準行政システム関
係綴

業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書（廃棄に関する決裁等を
含む。）

業務 　庶務関係 死亡災害報告情報等 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理等を行う
ための帳簿

発議文書台帳 業務 　庶務関係 出勤簿 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当関係 通勤手当認定簿 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 業務  事務組合 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 年次休暇 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 地方税、所得税、共済掛金
控除

地方税、所得税、共済掛金
控除関係綴

業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 地方税、所得税、共済掛金
控除

地方税、所得税、共済掛金
控除関係綴

業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 国有財産管理 庁舎鍵・セキュリティー
キー貸与・貸出記録簿

業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿、外部電磁的記録媒体
許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体　登録簿・貸出許可簿・取
扱注意文書管理簿

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 出張伺 業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令（依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 改ざん防止（司法用ＳＤ
カード）記録媒体保管簿

業務 　庶務関係 改ざん防止（司法用ＳＤカード）記録媒体保管簿 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（備品） 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 備品供用簿（備品） 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達 各種例規通達 通達・事務連絡綴 監督 　監督 監督関係通達綴（通達） 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達 各種例規通達 通達・事務連絡綴 監督 　監督 監督関係通達綴（事務連絡） 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察 監察関係綴 監督 　監督 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画 監督計画綴 監督 　監督 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 監督 　監督 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績 月別監督指導実績綴 監督 　監督 月別監督指導実績綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 監督 　監督 年度別申告受理簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 監督 　監督 監督関係報告綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 通報関係綴 通報関係綴 監督 　監督 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 各種復命書 一般復命書 監督 　監督 一般復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可綴（保存期間が3年
のもの）

許認可綴（保存期間が3年
のもの）

監督 　監督 許認可受理決裁簿（除最賃） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許可・認定管理台帳 最低賃金減額特例許可申
請受付・処理経過簿

監督 　監督 最低賃金減額特例許可申請受付・処理経過簿 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可綴（保存期間が5年
のもの）

許認可綴（保存期間が5年
のもの）

監督 　監督 許認可綴（断続的な宿直又は日直許可申請書） 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可綴（保存期間が効
力消滅後5年のもの）

許認可綴（保存期間が効
力消滅後5年のもの）

監督 　監督 許認可綴(最低賃金の減額特例許可申請書) 5 12(2) 廃棄

監督に関する事項 就業環境 許認可綴（保存期間が3年
のもの）

許認可綴（保存期間が3年
のもの）

監督 　監督 許認可綴（解雇予告除外認定） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 許認可綴（保存期間が3年
のもの）

許認可綴（保存期間が3年
のもの）

監督 　監督 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第2条第4号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分該当文書綴 不利益処分該当文書綴 監督 　監督 不利益処分該当文書綴 5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書

立替払認定及び確認復命
書

監督 　監督 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督 　監督 監督復命書綴（定期監督　石綿関連及び不利
益処分除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督 　監督 監督復命書・安全衛生指導復命書(安衛配置監
督官)綴（石綿関連及び不利益処分除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督 　監督 監督復命書綴（災害時監督　石綿関連及び不
利益処分事案を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督 　監督 災害時監督等処理簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導 集団指導綴 監督 　監督 集団指導綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

監督 　監督 申告処理台帳完結綴(石綿関連及び不利益処
分事案を除く)

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 監督 　監督 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票 相談・情報等記録票綴 監督 　監督 相談票 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿 就業規則受理索引簿 監督 　監督 就業規則受理索引簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 監督指導結果 36協定指導文書綴 監督 　監督 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 監督指導結果 36協定指導文書綴 監督 　監督 ３６協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届 時間外休日労働協定届綴 監督 　監督 時間外労働・休日労働に関する協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 　監督 １年単位の変形労働制に関する協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届

1箇月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

監督 　監督 １箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １週間単位の変形労働時
間制に関する協定届

1週間単位の非定型的変
形労働時間制に関する協
定届綴

監督 　監督 １週間単位の非定型的変形労働時間制に関す
る協定届

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 フレックスタイム制に関す
る協定届

清算期間が1箇月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届

監督 　監督 清算期間が１箇月を超えるフレックスタイム制に
関する協定届

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 事業場外労働に関する協
定届

事業場外労働に関する協
定届

監督 　監督 事業場外労働に関する協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働に関
する決議届

企画業務型裁量労働に関
する決議届

監督 　監督 企画業務型裁量労働に関する決議届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働に関
する協定届

企画業務型裁量労働に関
する協定届

監督 　監督 企画業務型裁量労働に関する協定届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働に関
する報告

企画業務型裁量労働に関
する報告

監督 　監督 企画業務型裁量労働に関する報告 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告 適用事業報告綴 監督 　監督 適用事業報告 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告 預金管理状況報告綴 監督 　監督 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督課非常勤職員に係る
事項

庶務 勤務報告関係 非常勤職員勤務報告書 監督 　監督 時間外・休日労働協定点検指導員勤務報告綴 1 － 廃棄

監督課非常勤職員に係る
事項

庶務 勤務報告関係 非常勤職員勤務報告書 監督 　監督 未払賃金等調査補助員勤務報告綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 監督 　監督 寄宿舎規則届綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 監督 　監督 寄宿舎設置届綴 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 労働安全・労働衛生業務通
達

受理文書 各種通達事務連絡（専用
ファイルに編綴される通達
（例「年間業務計画綴」「指
定事業場関係」「災害防止
計画綴」「欠陥機械等通報

安全衛生関
係

受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 受理文書 教習機関、講習実施機関
からの講習案内、その他
パンフレット等

安全衛生関
係

受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 受理文書 局からのじん肺管理区分
通知文書。保存対象は通
知の事務連絡のみ

安全衛生関
係

受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 局報告等 年報ほか、局の報告指示
文書～署からの報告を一
連に編綴

安全衛生関
係

局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 局報告等 関係行政機関、事業場等
からの災害情報、新聞情
報や局へ報告した参考の
災害速報等。

安全衛生関
係

局報告等 災害速報綴　(事業場等→署・署→局) 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書 労働安全衛生規則９６条に
基づく「事故報告」

安全衛生関
係

受理報告書 事故報告書綴　(事業場→署) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 受理報告書 受理した労働者死傷病報
告のほか、派遣先署への
情報回送処理、派遣先事
業場通知処理、月次統計、
電子申請の印刷物等

安全衛生関
係

受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 受理報告書 受理した管理体制報告、
他署回送記録

安全衛生関
係

受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 受理報告書 定期健診・特殊健診等（石
綿を除く）・有害物ばく露作
業報告・ストレスチェック結
果報告、他署回送記録

安全衛生関
係

受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 受理した特定元方事業者
等事業開始報告

安全衛生関
係

受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 受理報告書 受理した共同企業体代表
者届、労働局への報告文
書

安全衛生関
係

受理報告書 共同企業体代表者届綴( 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 検査申請書/書替再交付
申請書/検査証交付局へ
の回送記録（移動式クレー
ン・ゴンドラ等）

安全衛生関
係

受理報告書 検査・書換申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 受理した計画届、設置届、
ガンマ線作業届

安全衛生関
係

受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 受理した設置報告書 安全衛生関
係

受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 廃止報告+検査証/休止報
告

安全衛生関
係

受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 受理報告書 法令に基づくものではない
が、事業者から提出を受け
たもの

安全衛生関
係

受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 受理報告書 廃止報告+検査証/休止報
告

安全衛生関
係

受理報告書 廃止事業場記録等報告書綴 30 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 復命等 専用ファイルに編綴しない
各種復命書

安全衛生関
係

復命等 一般復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全・労働衛生業務復
命書

復命等 局会議の復命、署内幹部
会議、方面安衛会議など。

安全衛生関
係

復命等 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 復命等 個別指導、実地調査（許認
可除く）、検査の各復命書
等

安全衛生関
係

復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 復命等 局からの指示文書、事業
場の選定・進達等から各事
業場の指導復命書、指導
書、改善報告、月報などを
一連に。

安全衛生関
係

復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 復命等 欠陥機械についての局か
らの指示文書～実際の復
命書を一連に。有害物表
示制度通報関係も。

安全衛生関
係

復命等 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全・労働衛生管理 復命等 週間実施の指示文書～企
画立案～復命書を一連
に。

安全衛生関
係

復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 復命等 企画立案～復命書を一連
に。

安全衛生関
係

復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 復命等 実施した災害調査の復命
書

安全衛生関
係

復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 業務記録 作成した設置報告書受付
簿

安全衛生関
係

業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
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具体例 大分類 中分類 小分類
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12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 業務記録 復命書、作成した調査資
料、局署間の連絡文書等

安全衛生関
係

業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 業務記録 作成した災害調査の処理
経過簿

安全衛生関
係

業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務記録 局から送付される統計資
料、署で独自作成した統計
資料など

安全衛生関
係

業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 業務記録 決裁～文書発送～回答文
書を一連に。

安全衛生関
係

業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務記録 健診等督促や局or署自主
点検等、起案～発送～回
答文書を一連に。

安全衛生関
係

業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 業務記録 進達～局からの通知～事
業所への伝達通知を一連
に。

安全衛生関
係

業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務記録 事業者からの相談や、情
報、署からの回答など

安全衛生関
係

業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生関
係

業務記録 統括管理命令・状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 施策・業務計画等 署における年間業務計
画。指示文書等もあわせて
編綴

安全衛生関
係

施策・業務記録等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 施策・業務計画等 災害防止計画、木工、プレ
ス、粉じん、金属など中長
期の計画。関連文書を一
連に。

安全衛生関
係

施策・業務記録等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 施策・業務計画等 局業務指導、中央監査な
ど。

安全衛生関
係

施策・業務記録等 業務監察関係綴 10 － 廃棄

労働安全・労働衛生に関す
る事項

労働安全・労働衛生業務通
達

石綿関係 石綿関連の通達や事務連
絡

安全衛生関
係

石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 石綿関係 石綿関連の各種指導結果
の復命書

安全衛生関
係

石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 石綿関係 石綿関連の計画届、作業
届受付簿（電子媒体）

安全衛生関
係

石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 石綿関係 石綿関連の計画届、作業
届

安全衛生関
係

石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 石綿関係 石綿健診報告 安全衛生関
係

石綿関係 その他情報綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 石綿関係 廃止報告+検査証/休止報
告

安全衛生関
係

石綿関係 廃止事業場記録、石綿分析試料等製造・輸入・
使用届、石綿含有製品に係る報告書類等綴
（石綿関係）

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届綴 労災 　労災課 保険関係成立届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届綴 労災 　労災課 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続一括申請書関係 継続一括申請書関係綴 労災 　労災課 継続一括申請書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付、労働保険適
用

代理人選任・解任届 代理人選任・解任届綴 労災 　労災課 代理人選任・解任届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事業開始届 一括有期事業開始届綴 労災 　労災課 一括有期事業開始届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事業総括表報告
書

一括有期事業総括表報告
書綴

労災 　労災課 一括有期事業総括表報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査復命
書

保険料算定基礎調査復命
書綴

労災 　労災課 保険料算定基礎調査復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労災保険率調査復命書 労災保険率調査復命書綴 労災 　労災課 労災保険率調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出 労働保険番号振出簿 労災 　労災課 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険加入証明・継続
一括確認照会

労働保険加入証明・継続
一括確認照会綴

労災 　労災課 労働保険加入証明・継続一括確認照会綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用徴収関係送付書 適用徴収関係送付書綴 労災 　労災課 適用徴収関係送付書綴 3 － 廃棄

適用に係る事項 労働保険適用業務通達 年度更新関係 年度更新関係綴 労災 　労災課 年度更新関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳 保険料申告書内訳綴 労災 　労災課 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入保険料申告内訳 特別加入保険料申告内訳 労災 　労災課 特別加入保険料申告内訳 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労働保険徴収に関する事
項

労災保険特別加入 特別加入時健康診断 特別加入時健康診断関係
綴

労災 　労災課 特別加入時健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 現金出納簿（収入官吏） 労災 　労災課 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労災 　労災課 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 労災 　労災課 現金払込仕訳書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 現金出納計算書綴 労災 　労災課 現金出納計算書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書等引継書 現金領収証書等引継書綴 労災 　労災課 現金領収証書等引継書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 保管期間の過ぎた現金領
収書等の廃棄　起案

保管期間の過ぎた現金領
収書等の廃棄　起案

労災 　労災課 保管期間の過ぎた現金領収書等の廃棄　起案 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収 スタンプ領収関係綴 労災 　労災課 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 石綿関連文書 石綿関連文書綴 労災 　労災課 石綿関連文書綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務通達 各種通達 労災補償関係通達綴 労災 　労災課 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務通達・事務連
絡

労災補償 労災補償関係綴 労災 　労災課 労災補償関係綴 3 － 廃棄

労働保険適用に係る事項 労働保険適用業務通達 適用・事務組合 適用・事務組合関係綴 労災 　労災課 適用・事務組合関係綴 5 － 廃棄

労働保険徴収に係る事項 労働保険徴収業務通達 徴収 徴収関係綴 労災 　労災課 徴収関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償業務通達 各種通達 年金関係通達綴 労災 　労災課 年金関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償関係文書 労災補償 労災補償関係綴 労災 　労災課 雑件綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 判決書 判決書写・審査決定書綴 労災 　労災課 判決書写・審査決定書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災補償業務復命書 復命書 会議・研修復命書綴 労災 　労災課 会議・研修復命書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不支給 不支給綴 労災 　労災課 不支給綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求 審査請求関係綴 労災 　労災課 審査請求関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 取下げ書 取下げ書綴 労災 　労災課 取下げ書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書 実地調査復命書綴 労災 　労災課 実地調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不備返戻・保険給付請求
書受付簿

不備返戻・保険給付請求
書受付簿

労災 　労災課 不備返戻・保険給付請求書受付簿 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不備返戻取消 不備返戻取消綴 労災 　労災課 不備返戻取消綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 請求書他署回送 請求書他署回送綴 労災 　労災課 請求書他署回送綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 療養の給付請求書送付票 療養の給付請求書送付票
綴

労災 　労災課 療養の給付請求書送付票綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険請求受付簿 保険請求受付簿 労災 　労災課 保険請求受付簿 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支給決定証明願及び支給
決定証明書綴

支給決定証明願及び支給
決定証明書綴

労災 　労災課 支給決定証明願及び支給決定証明書綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労働保険給付請求書の閲
覧簿

労働保険給付請求書の閲
覧簿

労災 　労災課 労働保険給付請求書の閲覧簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

平均賃金決定・賃金調査 平均賃金決定通知書 平均賃金決定通知書綴 労災 　労災課 平均賃金決定通知書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養の費用請求書審査依
頼報告

療養の費用請求書審査依
頼報告綴

労災 　労災課 療養の費用請求書審査依頼報告綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費（レセ要調・不支給・
一部支給）報告書等

診療費（レセ要調・不支給・
一部支給）報告書等綴

労災 　労災課 診療費（レセ要調・不支給・一部支給）報告書等
綴

1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費の給付キー等の変
更

診療費の給付キー等の変
更綴

労災 　労災課 診療費の給付キー等の変更綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 費用徴収 費用徴収関係綴 労災 　労災課 費用徴収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 補５０４「労災保険の情報
の速報」について

補５０４「労災保険の情報
の速報」について

労災 　労災課 補５０４「労災保険の情報の速報」について 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 社会復帰促進事業 アフターケア・義肢申請・更
新報告

アフターケア・義肢申請・更
新報告綴

労災 　労災課 アフターケア・義肢申請・更新報告綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 就学援護費・介護・未支給
金等請求書受付簿

就学援護費・介護・未支給
金等請求書受付簿

労災 　労災課 就学援護費・介護・未支給金等請求書受付簿 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 照会・相談等処理票 照会・相談等処理票綴 労災 　労災課 照会・相談等処理票綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 各種台帳（番号簿） 各種台帳（番号簿） 労災 　労災課 各種台帳（番号簿） 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医等に対する意見書
等依頼

専門医等に対する意見書
等依頼綴

労災 　労災課 専門医等に対する意見書等依頼綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災協力医に対する意見
書依頼

労災協力医に対する意見
書依頼関係綴

労災 　労災課 労災協力医に対する意見書依頼関係綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労働保険適用徴収・労災
補償業務実施計画

労働保険適用徴収・労災
補償業務実施計画

労災 　労災課 労働保険適用徴収・労災補償業務実施計画 5 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労働保険適用徴収・労災
補償業務実地監察・業務
指導関係綴

労働保険適用徴収・労災
補償業務実地監察・業務
指導関係綴

労災 　労災課 労働保険適用徴収・労災補償業務実地監察・
業務指導関係綴

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 休業給付基礎日額の算定
に用いる通算スライド率早
見表

休業給付基礎日額の算定
に用いる通算スライド率早
見表

労災 　労災課 休業給付基礎日額の算定に用いる通算スライ
ド率早見表

10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 資料等借用返却管理簿 資料等借用返却管理簿 労災 　労災課 資料等借用返却管理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

開示請求等関係 開示請求等関係綴 労災 　労災課 開示請求等関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不正受給防止対策 不正受給防止対策綴 労災 　労災課 不正受給防止対策綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災 　労災課 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害関係綴
（ファイル）

第三者行為災害関係綴
（ファイル）

労災 　労災課 第三者行為災害関係綴（ファイル） 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 三者復命書 三者復命書綴 労災 　労災課 三者復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償権取得・債権発生通
知書

求償権取得・債権発生通
知書綴

労災 　労災課 求償権取得・債権発生通知書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理名簿 労災 　労災課 適正給付管理名簿 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理 適正給付対象者名簿 労災 2020年度　労災課 適正給付対象者名簿 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付対象者ファイル 労災 2020年度　労災課 適正給付対象者ファイル 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適管対象者処理状況表 労災 2020年度　労災課 適管対象者処理状況表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 労災 　労災課 症状照会管理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理業務計画・
実施表

労災 2020年度　労災課 適正給付管理業務計画・実施表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 傷病年金移行に関する診
断書発送簿（18条の2）（19
条の2）

傷病年金移行に関する診
断書発送簿（18条の2）（19
条の２）

労災 2020年度　労災課 傷病年金移行に関する診断書発送簿（18条の
2）（19条の２）

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金証書番号振出簿 年金証書番号振出簿 労災 　労災課 年金証書番号振出簿 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 労災 　労災課 年金証書交付処理簿 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金給付関係綴（年金ファ
イル）

年金給付関係綴（年金ファ
イル）

労災 　労災課 年金給付関係綴（年金ファイル） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びに国の債務な関す
る計算書の作成その他の
決算に関する重要な経緯

債権確認決議書綴 労災 　労災課 債権確認決議書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びに国の債務な関す
る計算書の作成その他の
決算に関する重要な経緯

国庫金振込不能未対応リ
スト処理関係

労災 　労災課 国庫金振込不能未対応リスト処理関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びに国の債務な関す
る計算書の作成その他の
決算に関する重要な経緯

未到達等送金・振込通知
書処理簿

労災 　労災課 未到達等送金・振込通知書処理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

労災保険給付支払済証拠
書

労災保険給付支払済証拠
書綴

労災 　労災課 労災保険給付支払済証拠書綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績 月別監督計画綴 監督 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報 通報関係綴 監督 局報告等 通報関係綴（2021年度） 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 監督 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 監督 局報告等 監督関係報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 監督 業務記録 確認対象事業場名簿（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種会議 各種会議綴 監督 業務記録 各種会議綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 一般復命書 一般復命書綴 監督 業務記録 一般復命書綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求書 出頭要求書綴 監督 業務記録 出頭要求書綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 監督 業務記録 申告処理台帳索引簿（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 監督 業務記録 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談・情報記録票関係 相談等・報等記録票綴 監督 業務記録 出勤簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 監督 業務記録 要監理事業場台帳（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

使用許可綴 監督 復命等 使用許可綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 解雇予告除外認定 解雇予告除外認定綴 監督 復命等 解雇予告除外認定綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督  事務組合 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等不利益処分を行った事案に係るものを
除く）（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 監督 復命等 公益通報処理台帳完結綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 技能実習法に基づく質問
又は立入検査に関する行
政文書

技能実習法に基づく質問
又は立入検査に関する行
政文書綴

監督 復命等 技能実習法に基づく質問又は立入検査に関す
る行政文書綴(2021年度)

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴（石綿関連文書
及び使用停止等命令等不
利益署分を行った事案に

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴（石綿関連文書及び使用停止
等命令等不利益署分を行った事案に係るもの
を除く）（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届 時間外休日労働協定届綴 監督 受理届出書 時間外休日労働協定届綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴
（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届

1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告 適用事業報告綴 監督 受理届出書 適用事業報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 預金管理状況報告 預金管理状況報告綴 監督 受理届出書 預金管理状況報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎 寄宿舎関係綴 監督 受理届出書 寄宿舎関係綴（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常災害の理由等による
労働時間延長・休日労働
許可関係

非常災害の理由等による
労働時間延長・休日労働
許可綴

監督 受理届出書 非常災害の理由等による労働時間延長・休日
労働許可綴（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 委託状況届 委託状況届 監督 受理届出書 委託状況届（2021年度） 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 専門業務型裁量労働制に
関する協定届

専門業務型裁量労働制に
関する協定届綴

監督 受理届出書 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴
（2021年度）

3 － 廃棄

半田労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 就業環境 清算期間が1ヶ月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届

清算期間が1ヶ月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届綴

監督 受理届出書 清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制に
関する協定届綴（2021年度）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 監督 業務計画等 監督計画綴（2021年度） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 情報公開等関係 情報公開等関係綴 監督 局報告等 情報公開等関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可綴

監督 復命等 最低賃金の減額の特例許可綴（2021年度） 5 12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

監督 復命等 立替払認定及び確認復命書（2021年度） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

監督 復命等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）(2021年度)

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導に関する書類関
係

集団指導に関する書類綴 監督 復命等 集団指導に関する書類綴（2021年度） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係
 

  

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの、石
綿関連文書を除く）
 

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）（2021年度）
 
 

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結関係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴（使用停止等命
令等不利益処分を行った
事案に係るもの、石綿関連

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴（使用停止等命令等不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）(2021年度)

5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 監督 受理届出書 就業規則届出綴（2021年度） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 監督 受理届出書 貯蓄金管理協定綴（2021年度） 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴（2021年
度）

監督 受理文書 通達・事務連絡綴（2021年度） 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴（2021年度） 監督 業務計画等 監察関係綴（2021年度） 10 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿 就業規則受理索引簿
（2021年度）

監督 業務記録 就業規則受理索引簿（2021年度） 常用 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿 寄宿舎規則受理索引簿 監督 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿（2021年度） 常用 22 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

断続的な宿直又は日直許
可申請書綴

監督 復命等 断続的な宿直又は日直許可申請書綴（2021年
度）

効力消滅
後5年

12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

監視又は断続的労働許可
綴

監督 復命等 監視又は断続的労働許可綴（2021年度） 効力消滅
後5年

12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結関係 監督復命書完結綴（石綿
関連文書）(2021年度)

監督 復命等 監督復命書完結綴（石綿関連文書）(2021年度) 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴関係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴（石綿関連文
書）

監督 復命等 雇用保険被保険者証再交付申請書 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 監督 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴関係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）完結綴（石綿関連文書
及び使用停止等命令等不
利益署分を行った事案に

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）完結綴（石綿関連文書及び使用停止
等命令等不利益署分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届関
係

時間外休日労働協定届綴 監督 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

断続的な宿直又は日直許
可申請書綴

監督 復命等 断続的な宿直又は日直許可申請書綴 効力消滅
後5年

12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 監督 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談・情報等記録票関係 相談・情報等記録票綴 監督 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 一般復命書関係 一般復命書綴 監督 業務記録 一般復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種会議関係 各種会議綴 監督 業務記録 各種会議綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等不利益処分を行った事案に係るものを
除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結関係 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

監督 復命等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）

5 11,12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可綴

監督 復命等 最低賃金の減額の特例許可綴 5 12(2) 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 集団指導に関する書類関
係

集団指導に関する書類綴 監督 復命等 集団指導に関する書類綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 監督 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 監督 業務計画等 月別監督指導実績綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求書関係 出頭要求書綴 監督 業務記録 出頭要求書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 監督 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 監督 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

使用許可綴 監督 復命等 使用許可綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 監督 復命等 解雇予告除外認定綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結関係 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く)

監督 復命等 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 技能実習法に基づく質問
又は立入検査に関する行
政文書関係

技能実習法に基づく質問
又は立入検査に関する行
政文書綴

監督 復命等 技能実習法に基づく質問又は立入検査に関す
る行政文書綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結関
係

公益通報処理台帳完結綴 監督 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

非常災害の理由等による
労働時間延長・休日労働
許可綴

監督 受理届出書 非常災害の理由等による労働時間延長・休日
労働許可綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 委託状況届関係 委託状況届 監督 受理届出書 委託状況届 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 監督 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎関係 寄宿舎関係綴 監督 受理届出書 寄宿舎関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 監督 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 専門業務型裁量労働制に
関する協定届関係

専門業務型裁量労働制に
関する協定届綴

監督 受理届出書 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 清算期間が1ヶ月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届関係

清算期間が1ヶ月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届綴

監督 受理届出書 清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制に
関する協定届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 監督 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 情報公開等関係 情報公開等関係綴 監督 局報告等 情報公開等関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係
（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るも
の、石綿関連文書を除く）
 

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの、石
綿関連文書を除く）
 

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）
 
 

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

監督 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 監督 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 監督 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 監督 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

監視又は断続的労働許可
綴

監督 復命等 監視又は断続的労働許可綴 効力消滅
後5年

12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文書関係 石綿関連文書 監督 石綿関係 石綿関連文書（2021年度） 常用 － 未定

監督に関する事項 監督業務 石綿関連文書関係 石綿関連文書 監督 石綿関係 石綿関連文書 常用 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 雑件関係 雑件綴 安全衛生 受理文書 雑件綴（2021年度） 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理区分決定
関係

じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生管理体制報告関
係

安全衛生管理体制報告綴 安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断等結果報告関係 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 特定元方事業開始報告関
係

特定元方事業開始報告綴 安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書関係 設置報告書綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 休止報告・返還検査証関
係

休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴（2021年度） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 年間安全衛生管理計画関
係

年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 一般復命書関係 一般復命書綴 安全衛生 復命等 一般復命書綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 局署会議復命等関係 局署会議復命等綴 安全衛生 復命等 局署会議復命等綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書関係 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 是正・中間・完成報告関係 是正・中間・完成報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 相談、情報等記録関係 相談、情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴（2021年度） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年報・諸報告関係 年報・諸報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害速報関係 災害速報綴（事業場等→
署・署→局）

安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局）（2021年
度）

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 事故報告書関係 事故報告書綴（事業場→
署）

安全衛生 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署）（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告綴 安全衛生 受理報告書 統括管理命令・報告綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 指定事業場指定・教育報
告関係

指定事業場指定・教育報
告綴

安全衛生 受理報告書 指定事業場指定・教育報告綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査・書替申請書関係 検査・書替申請書等綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 総合安全衛生管理指定・
状況報告関係

総合安全衛生管理指定・
状況報告綴

安全衛生 受理報告書 総合安全衛生管理指定・状況報告綴（2021年
度）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第2条4号の不利
益処分に関する重要な書類

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
書類

安全衛生指導復命書綴
（不利益処分あり）

安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴（不利益処分あり）
（2021年度）

5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安特・衛特関係 安特・衛特綴 安全衛生 復命等 安特・衛特綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 欠陥機械等通報関係 欠陥機械等通報綴 安全衛生 復命等 欠陥機械等通報綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全週間・労働衛生週間
関係

安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生 復命等 安全週間・労働衛生週間綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 集団指導関係 集団指導綴 安全衛生 復命等 集団指導綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働災害(労働安全) 災防団体指導関係 災防団体指導綴 安全衛生 復命等 災防団体指導綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全衛生 復命等 災害調査復命書綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 工事差止・変更勧告・指導
書関係

工事差止・変更勧告・指導
書綴

安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴（2021年度） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査処理経過簿 災害調査処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害統計・疾病統計関係 災害統計・疾病統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 通信による調査・督促関係 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 無災害記録関係 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務監察関係 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 通達・事務連絡（石綿関
係）関係

通達・事務連絡綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係）（2021年度） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 収入印紙貼用簿 収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿）（2021
年度）

10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴（重大
災害）

安全衛生 復命等 災害調査復命書綴（重大災害）（2021年度） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係 許認可事務綴（有期） 安全衛生 復命等 許認可事務綴（有期）（2021年度） 10 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書受付簿 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿（2021年度） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰関係関係 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴（2021年度） 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画関係 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴（2021年度） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 廃止特定機械台帳関係 廃止特定機械台帳綴 安全衛生 復命等 廃止特定機械台帳綴（2021年度） 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査証番号等振出簿 検査証番号等振出簿 安全衛生 業務記録 検査証番号等振出簿（2021年度） 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係 許認可事務綴（無期） 安全衛生 復命等 許認可事務綴（無期）（2021年度） 常用 12(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 安全衛生指導・集団指導
関係

安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係）（2021
年度）

常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 計画届・作業届　受付処理
経過簿(石綿関係)

計画届・作業届　受付処理
経過簿（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届　受付処理経過簿（石綿関係）
（2021年度）

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 計画届・作業届（石綿関
係）関係

計画届・作業届綴（石綿関
係）（2021年度）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係）（2021年度） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 その他情報（石綿関係）関
係

その他情報綴（石綿関係） 安全衛生 石綿関係 その他情報綴（石綿関係）（2021年度） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 雑件関係 雑件綴 安全衛生 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理区分決定
関係

じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生管理体制報告関
係

安全衛生管理体制報告綴 安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断等結果報告関係 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 特定元方事業開始報告関
係

特定元方事業開始報告綴 安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書関係 設置報告書綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 休止報告・返還検査証関
係

休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 年間安全衛生管理計画関
係

年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 一般復命書関係 一般復命書綴 安全衛生 復命等 一般復命書綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 局署会議復命等関係 局署会議復命等綴 安全衛生 復命等 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書関係 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 是正・中間・完成報告関係 是正・中間・完成報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 相談、情報等記録関係 相談、情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年報・諸報告関係 年報・諸報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害速報関係 災害速報綴（事業場等→
署・署→局）

安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 事故報告書関係 事故報告書綴（事業場→
署）

安全衛生 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告綴 安全衛生 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 指定事業場指定・教育報
告関係

指定事業場指定・教育報
告綴

安全衛生 受理報告書 指定事業場指定・教育報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査・書替申請書関係 検査・書替申請書等綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第2条4号の不利
益処分に関する重要な書類

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
書類

安全衛生指導復命書綴
（不利益処分あり）

安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴（不利益処分あり） 5 11(3)
12(3)

廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安特・衛特関係 安特・衛特綴 安全衛生 復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 欠陥機械等通報関係 欠陥機械等通報綴 安全衛生 復命等 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全週間・労働衛生週間
関係

安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生 復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 集団指導関係 集団指導綴 安全衛生 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働災害(労働安全) 災防団体指導関係 災防団体指導綴 安全衛生 復命等 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全衛生 復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 工事差止・変更勧告・指導
書関係

工事差止・変更勧告・指導
書綴

安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査処理経過簿 災害調査処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害統計・疾病統計関係 災害統計・疾病統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 通信による調査・督促関係 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 無災害記録関係 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 業務監察関係 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 通達・事務連絡（石綿関
係）関係

通達・事務連絡綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 通達・事務連絡（石綿関
係）関係

その他情報綴（石綿関係） 安全衛生 石綿関係 その他情報綴（石綿関係） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 収入印紙貼用簿 収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害(労働安全) 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴（重大
災害）

安全衛生 復命等 災害調査復命書綴（重大災害） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係 許認可事務綴（有期） 安全衛生 復命等 許認可事務綴（有期） 10 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書受付簿 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰関係関係 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画関係 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 廃止特定機械台帳関係 廃止特定機械台帳綴 安全衛生 復命等 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 検査証番号等振出簿 検査証番号等振出簿 安全衛生 業務記録 検査証番号等振出簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係 許認可事務綴（無期） 安全衛生 復命等 許認可事務綴（無期） 常用 12(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 安全衛生指導・集団指導
(石綿関係)関係

安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働者の健康管理 計画届・作業届　受付処理
経過簿(石綿関係)

計画届・作業届　受付処理
経過簿（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届　受付処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 計画届・作業届（石綿関
係）関係

計画届・作業届綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 療養の費用請求書の審査
進達関係

療養の費用請求書の審査
進達について

労災 補償　２０２１年度 療養の費用請求書の審査進達について 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費・薬剤費の給付
キーの変更関係

診療費・薬剤費の給付
キーの変更について

労災 補償　２０２１年度 診療費・薬剤費の給付キーの変更について 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 定期報告書未提出者関係 定期報告書未提出者リスト 労災 補償　２０２１年度 定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 労災 補償　２０２１年度 事業場別被災者一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払回収データリスト関係 支払回収データリスト 労災 補償　２０２１年度 支払回収データリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金・一時金データ登記未
処理リスト関係

年金・一時金データ登記未
処理リスト

労災 補償　２０２１年度 年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金・一時金決議書未入
力リスト関係

年金・一時金決議書未入
力リスト

労災 補償　２０２１年度 年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払状況リスト関係 支払状況リスト 労災 補償　２０２１年度 支払状況リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受付状況件数リスト関係 受付状況件数リスト 労災 補償　２０２１年度 受付状況件数リスト 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立直後請求
チェックリスト関係

保険関係成立直後請求
チェックリスト

労災 補償　２０２１年度 保険関係成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 五号等入力結果関係 五号等入力結果一覧表 労災 補償　２０２１年度 五号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養なし休業請求チェック
リスト関係

療養なし休業請求チェック
リスト

労災 補償　２０２１年度 療養なし休業請求チェックリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 未処理事案リスト関係 未処理事案リスト 労災 補償　２０２１年度 未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保留区分入力関係 保留区分入力一覧表 労災 補償　２０２１年度 保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金支払明細表関係 年金支払明細表 労災 年金　２０２１年度 年金支払明細表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 定期報告書未提出者リスト
関係

定期報告書未提出者リスト 労災 年金　２０２１年度 定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 厚年等突合表関係 厚年等突合表（個人番号） 労災 年金　２０２１年度 厚年等突合表（個人番号） 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 意見依頼台帳 意見依頼台帳（認定庁費・
保険給付費）

労災 補償　２０２１年度 意見依頼台帳（認定庁費・保険給付費） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 取り下げ関係 取り下げ関係綴 労災 補償　２０２１年度 取り下げ関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他機関等からの照会・回答
関係

他機関等からの照会・回答
綴

労災 補償　２０２１年度 他機関等からの照会・回答綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養給付請求書関係 療養給付請求書綴 労災 補償　２０２１年度 療養給付請求書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他署回送関係 他署回送綴 労災 補償　２０２１年度 他署回送綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書関係 実地調査復命書綴 労災 補償　２０２１年度 実地調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書番号振出
簿

実地調査復命書番号振出
簿

労災 補償　２０２１年度 実地調査復命書番号振出簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト関係

治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト

労災 補償　２０２１年度 治ゆ・死亡年月日未登記リスト 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求決定書参考事案 審査請求決定書参考事案
綴

労災 補償　２０２１年度 審査請求決定書参考事案綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払証明書関係 支払証明書関係綴 労災 補償　２０２１年度 支払証明書関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償差控復命書関係 求償差控復命書綴 労災 補償　２０２１年度 求償差控復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害復命書関
係

第三者行為災害復命書綴 労災 補償　２０２１年度 第三者行為災害復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支出計算附属証拠書関係 支出計算附属証拠書 労災 補償　２０２１年度 支出計算附属証拠書
（厚生労働省　半田労働基準監督署保管分）

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査（随
時）

労災 適用・徴収　２０２１
年度

保険料算定基礎調査（随時） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査（計
画）

労災 適用・徴収　２０２１
年度

保険料算定基礎調査（計画） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係通達関係 適用関係通達（一般分） 労災 適用・徴収　２０２１
年度

適用関係通達（一般分） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用関係事故調
査復命書関係

労働保険適用関係事故調
査復命書

労災 適用・徴収　２０２１
年度

労働保険適用関係事故調査復命書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 労災 適用・徴収　２０２１
年度

年度更新関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 滞納関係 滞納関係 労災 適用・徴収　２０２１
年度

滞納関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用送付関係 適用関係送付（事務組合
分）

労災 適用・徴収　２０２１
年度

適用関係送付（事務組合分） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴（失
権分）

労災 年金　２０２１年度 受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 不支給関係綴 不支給関係綴 労災 補償　２０２１年度 不支給関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達
簿綴

義肢・アフターケア等進達
簿綴

労災 補償　２０２１年度 義肢・アフターケア等進達簿綴 30 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 受給者別年金関係綴 受給者別年金関係綴 労災 年金　２０２１年度 受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄

22 文書管理に関する事項 文書管理等 雑件綴 雑件綴 労災 補償　２０２１年度 雑件綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳 保険料申告書内訳 労災 適用・徴収　２０２１
年度

保険料申告書内訳 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 意見依頼台帳（認定庁費・
保険給付費）

意見依頼台帳（認定庁費・
保険給付費）

労災 補償 意見依頼台帳（認定庁費・保険給付費） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 毎月勤労統計に係る追加
給付関係綴

毎月勤労統計に係る追加
給付関係綴

労災 補償　２０２１年度 毎月勤労統計に係る追加給付関係綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 療養の費用請求書の審査
進達関係

療養の費用請求書の審査
進達について

労災 補償 療養の費用請求書の審査進達について 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 診療費・薬剤費の給付
キーの変更関係

診療費・薬剤費の給付
キーの変更について

労災 補償 診療費・薬剤費の給付キーの変更について 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 定期報告書未提出者関係 定期報告書未提出者リスト 労災 補償 定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 労災 補償 事業場別被災者一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払回収データリスト関係 支払回収データリスト 労災 補償 支払回収データリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金・一時金データ登記未
処理リスト関係

年金・一時金データ登記未
処理リスト

労災 補償 年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
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労災補償に関する事項 労災保険給付 年金・一時金決議書未入
力リスト関係

年金・一時金決議書未入
力リスト

労災 補償 年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払状況リスト関係 支払状況リスト 労災 補償 支払状況リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受付状況件数リスト関係 受付状況件数リスト 労災 補償 受付状況件数リスト 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立直後請求
チェックリスト関係

保険関係成立直後請求
チェックリスト

労災 補償 保険関係成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 五号等入力結果関係 五号等入力結果一覧表 労災 補償 五号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養なし休業請求チェック
リスト関係

療養なし休業請求チェック
リスト

労災 補償 療養なし休業請求チェックリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 未処理事案リスト関係 未処理事案リスト 労災 補償 未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保留区分入力関係 保留区分入力一覧表 労災 補償 保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 休業給付と雇用保険の重
複受給者チェックリスト関
係

休業給付と雇用保険の重
複受給者チェックリスト

労災 補償 休業給付と雇用保険の重複受給者チェックリス
ト

1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金支払明細表関係 年金支払明細表 労災 年金 年金支払明細表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 定期報告書未提出者リスト
関係

定期報告書未提出者リスト 労災 年金 定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 厚年等突合表関係 厚年等突合表（個人番号） 労災 年金 厚年等突合表（個人番号） 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 取り下げ関係 取り下げ関係綴 労災 補償 取り下げ関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他機関等からの照会・回答
関係

他機関等からの照会・回答
綴

労災 補償 他機関等からの照会・回答綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養給付請求書関係 療養給付請求書綴 労災 補償 療養給付請求書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他署回送関係 他署回送綴 労災 補償 他署回送綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書関係 実地調査復命書綴 労災 補償 実地調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 実地調査復命書番号振出
簿

実地調査復命書番号振出
簿

労災 補償 実地調査復命書番号振出簿 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト関係

治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト

労災 補償 治ゆ・死亡年月日未登記リスト 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求決定書参考事案 審査請求決定書参考事案
綴

労災 補償 審査請求決定書参考事案綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払証明書関係 支払証明書関係綴 労災 補償 支払証明書関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償差控復命書関係 求償差控復命書綴 労災 補償 求償差控復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害復命書綴 第三者行為災害復命書綴 労災 補償 第三者行為災害復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害復命書関
係

支出計算附属証拠書
（厚生労働省　半田労働基
準監督署保管分）

労災 補償 支出計算附属証拠書
（厚生労働省　半田労働基準監督署保管分）

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支出計算附属証拠書関係 雑件綴 労災 補償 雑件綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴（失
権分）

労災 補償 受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴（失
権分）

労災 年金 受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査（随
時）

労災 適用・徴収 保険料算定基礎調査（随時） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査（計
画）

労災 適用・徴収 保険料算定基礎調査（計画） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係通達関係 適用関係通達（一般分） 労災 適用・徴収 適用関係通達（一般分） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用関係事故調
査復命書関係

労働保険適用関係事故調
査復命書

労災 適用・徴収 労働保険適用関係事故調査復命書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 労災 適用・徴収 年度更新関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係 適用関係送付（事務組合
分）

労災 適用・徴収 適用関係送付（事務組合分） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳関係 保険料申告書内訳 労災 適用・徴収 保険料申告書内訳 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災 補償 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 送付嘱託・調査嘱託関係 送付嘱託・調査嘱託関係
綴

労災 補償　２０２１年度 送付嘱託・調査嘱託関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 不支給関係 不支給関係綴 労災 補償 不支給関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 送付嘱託・調査嘱託関係 送付嘱託・調査嘱託関係
綴

労災 補償 送付嘱託・調査嘱託関係綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達
簿綴

義肢・アフターケア等進達
簿綴

労災 補償 義肢・アフターケア等進達簿綴 30 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 毎月勤労統計に係る追加
給付関係

毎月勤労統計に係る追加
給付関係綴

労災 補償 毎月勤労統計に係る追加給付関係綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴 労災 年金 受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 2021年度　庶務関
係

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務 2021年度　庶務関
係

業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

総務関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

総務関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

厚生関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

厚生関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

情報室関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

情報室関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

業務 2021年度　庶務関
係

外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

本省システム関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

本省システム関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

庁舎管理関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 2021年度　庶務関
係

出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 2021年度　庶務関
係

業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等収受簿 特殊取扱郵便等収受簿 業務 2021年度　庶務関
係

特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 後納郵便発送関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計関係 会計関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

会計関係綴 5 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 人事関係 人事関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 物品異動関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 休暇簿 業務 2021年度　庶務関
係

休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 出勤簿 業務 2021年度　庶務関
係

出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 所属職員の服務と勤務の
承認・処理関係

所属職員の服務と勤務の
承認・処理などに関する綴

業務 2021年度　庶務関
係

所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 2021年度　庶務関
係

非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 通勤手当認定関係 通勤手当認定綴 業務 2021年度　庶務関
係

通勤手当認定綴 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

業務 2021年度　庶務関
係

特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 2021年度　庶務関
係

非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令・代
休指定簿

業務 2021年度　庶務関
係

週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書綴 業務 2021年度　庶務関
係

勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計関係 予算関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

予算関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

後援・協賛等名義使用承
認関係綴

業務 複数課横断 後援・協賛等名義使用承認関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

贈与等報告書関係綴 業務 複数課横断 贈与等報告書関係綴（2021年度） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計監査・検査関係 会計監査・検査関係綴 業務 2021年度　庶務関
係

会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

特例文書発議台帳 業務 2021年度　庶務関
係

特例文書発議台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

行政文書ファイル（廃棄リ
スト）

業務 2021年度　庶務関
係

行政文書ファイル（廃棄リスト）2021年度 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 備品供用整理簿 業務 2021年度　庶務関
係

備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 物品管理簿 業務 2021年度　庶務関
係

物品管理簿 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

総務関係綴 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

厚生関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

情報室関係綴 業務 　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

本省システム関係綴 業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

庁舎管理関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等収受簿 特殊取扱郵便等収受簿 業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 後納郵便発送関係綴 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計関係 会計関係綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 人事関係 人事関係綴 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 物品異動関係綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 休暇簿 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 所属職員の服務と勤務の
承認・処理関係

所属職員の服務と勤務の
承認・処理などに関する綴

業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 通勤手当認定関係 通勤手当認定綴 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令・代
休指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間報告書綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計関係 予算関係綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な書類

会計関係 会計関係綴 業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

特例文書発議台帳 業務 　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき

行政文書ファイル（廃棄リ
スト）

業務 　庶務関係 行政文書ファイル（廃棄リスト） 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 備品供用整理簿 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 物品管理簿 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 監督 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係 監督 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督指導業務運営要領関
係

監督指導業務運営要領綴 監督 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 監督 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 監督 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届関係

時間外・休日労働に関する
協定届綴

監督 業務記録 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種業務会議 各種会議関係 各種会議 監督 業務記録 各種会議綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 監督 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 相談等記録票綴 監督 業務記録 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般業務復命書 各種業務復命書 各種復命書 監督 業務記録 出勤簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 監督 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

監督 復命等 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

監視・断続的労働に従事
する者に対する適用除外
許可申請書綴

監督  事務組合 許認可綴(保存期間が３年のもの） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導関係 集団指導に関する書類等 監督 復命等 集団指導綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 監督 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

監督 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 その他届綴 その他届綴 監督 受理届出書 その他届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告綴 預金管理状況報告綴 監督 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

津島労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 就業環境 1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1ヶ月単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 1年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

1年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 監督 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 監督 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（使
用停止等命令等不利益処
分を行った事案に係るも
の、石綿関連文書を除く）

監督 業務記録 文書照会関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの、
石綿関連文書を除く）

監督 復命等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第2条第4号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るもの）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

監督 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則関係 寄宿舎規則 監督 受理届出書 寄宿舎関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 監督 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 行政運営関係 行政運営綴 監督 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 監察関係綴 監督 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可申請処理簿等

監督 復命等 許認可綴(保存期間が効力消滅後5年のもの） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出 公用外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 公印印刷文書 公印印刷文書関係綴 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 業務 　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿
外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係
出張復命書関係

旅行命令簿
出張復命書

業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼)簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 公用外出 公用外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特種取扱郵便等受付送付
簿

業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 公務災害 公務災害関係綴 業務 　庶務関係 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書関係 物品管理換通知書綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 年次休暇
病気・特別休暇

業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間
職員の諸手当

超過勤務・深夜勤務関係
特殊勤務手当関係

超過勤務等命令簿
超過勤務予定者報告書
特種勤務実績簿
特殊勤務手当整理簿

業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

6 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿
代休日指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

22 文書管理に関する事項 文書管理等 特定個人情報ファイル簿 特定個人情報ファイル簿 業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当 通勤届
通勤手当認定簿

業務 　庶務関係 通勤手当認定簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察 行政監察綴 業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 業務 　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿(重要物品)
物品供用簿(備品)

業務 　庶務関係 備品共用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿(重要物品)
物品管理簿(備品)

業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 労災補償 労災保険給付 照会・相談等処理票綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付請求書受付処理
簿

保険給付請求書受付処理
簿

労災補償 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局報告書関係 局報告書等綴 労災補償 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 労災補償 労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 労災補償 労災保険給付 請求書取り下げ願綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 労災補償 労災保険給付 監察関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴（失
権分）

労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書関係

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書を除
く）

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 証拠書類関係 療養補償給付たる療養の
給付請求書綴

労災補償 労災保険給付 療養補償給付たる療養の給付請求書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 証拠書類関係 証拠書類（支払決議書） 労災補償 労災保険給付 証拠書類（支払決議書） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 債権管理関係 債権管理関係綴 労災補償 労災保険給付 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届関係 第三者行為災害届綴 労災補償 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険不支給決定請求
書関係

労災保険不支給決定請求
書綴

労災補償 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿 適正給付管理名簿 労災補償 労災保険給付 適正給付管理名簿綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査関係 審査関係綴 労災補償 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判決書（副本）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿 適正給付管理対象者ファ
イル

労災補償 労災保険給付 適正給付管理対象者ファイル 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 社会復帰促進等事業関係 義肢・アフターケア等進達
簿綴

労災補償 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴 労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書関係（石綿関連文書）

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書）

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連） 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 給付記録票（カード）関係 給付記録票（カード） 労災補償 労災保険給付 給付記録票（カード） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局報告書関係 毎月勤労統計に係る追加
給付関係綴

労災補償 労災保険給付 毎月勤労統計に係る追加給付関係綴 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係書類送付書綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 年度リスト関係 年度更新関係綴 労働保険徴
収

労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届関係 労働保険成立証明関係綴 労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険成立証明関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 適用関係綴 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 労働保険徴
収

労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労働保険徴
収

労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 料率変更関係綴 労働保険徴
収

労働保険適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 適用関係報告綴 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入申請書関係 特別加入健康診断関係綴 労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入申請書関係 特別加入関係書類受付台
帳

労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入関係書類受付台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 事務組合関係綴 労働保険徴
収

労働保険事務組合 事務組合関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書関係 保険料申告書内訳綴 労働保険徴
収

労働保険事務組合 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 滞納整理関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 滞納整理関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 スタンプ領収関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届関係 保険関係成立届関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更関係 名称・所在地等変更関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 任意加入申請書関係 任意加入申請書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 任意加入申請書類関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 収入官吏事務補助者命免
簿

労働保険徴
収

労働保険徴収 収入官吏事務補助者命免簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏現金出納簿 現金出納簿（収入官吏） 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書関係 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書関係 現金払込書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 スタンプ領収控綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 定時（臨時）検査関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 定時（臨時）検査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入金現金出納計算書附
属証拠書関係

収入金現金出納計算書附
属証拠書綴

労働保険徴
収

労働保険徴収 出納計算書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 労働保険適用徴収関係 解任分任収入関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 解任分任収入関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書関係 原符等廃棄関係綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 原符等廃棄関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 代理人選任・解任届関係 代理人選任・解任届関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 代理人選任解任届綴 常用 － 廃棄

安全衛生に係る事項 雑件 雑件 雑件 安全衛生 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴（石綿関連文書を除く）

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等設置報告 設置報告書綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告

安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告綴

安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告・返還検査証 休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 年間安全衛生管理計画関
係

年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 安全衛生 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全衛生関係復命書 一般復命書綴 安全衛生 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 局署会議復命書 局署会議復命書綴 安全衛生 復命書 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全衛生関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 安全衛生関係報告 是正・中間・完成報告綴 安全衛生 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 相談、情報等記録関係 相談、情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 通達・事務連絡 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働災害 災害速報関係 災害速報簿 安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 安全衛生報告 年報・諸報告等綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 事故報告 事故報告綴 安全衛生 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書 各種検査申請書綴 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 安全衛生関係復命書 安全衛生指導復命書綴
（不利益処分有り）

安全衛生 復命書 安全衛生指導復命書綴（不利益処分有り） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全管理特別指導事業場 安全管理特別指導事業場
関係綴

安全衛生 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 欠陥機械 欠陥機械関係綴 安全衛生 復命書 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間 全国安全週間関係綴 安全衛生 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 安全衛生関係復命書 集団指導綴 安全衛生 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 災防団体 災防団体等関係綴 安全衛生 復命書 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査復命書 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 工事着手差止め命令 工事着手差止め命令等綴 安全衛生 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 安全衛生 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働災害 労働災害再発防止対策 労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 調査・督促等 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害 無災害記録 無災害記録関係綴 安全衛生 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 年間業務計画 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 業務監察 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生 通達・事務連絡 通達・事務連絡綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書 各種検査申請書綴 安全衛生 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働災害 災害調査 災害調査復命書綴 安全衛生 復命書 災害調査復命書綴（重大災害） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等 許認可事務 許認可事務綴（有期） 安全衛生 復命書 許認可事務綴（有期） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 表彰 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生 災害防止計画 災害防止計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 廃止特定機械台帳 廃止特定機械台帳綴 安全衛生 復命書 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査証番号等 検査証番号等振出簿 安全衛生 業務記録 検査証番号等振出簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等 許認可事務 許認可事務綴（無期） 安全衛生 復命書 許認可事務綴（無期） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

石綿 安全衛生復命書 安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

石綿 建設物、機械等計画届 建設物、機械等計画届綴 安全衛生 石綿関係 計画届・作業届・　受付・処理経過簿（石綿関
係）

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

石綿 建設工事計画届（石綿関
連文書）

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

石綿 相談、情報等記録関係 その他の情報等（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 その他の情報綴（石綿関係） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 建設物、機械等計画届 建設物、機械等計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告関係 安全衛生 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 出勤簿 出勤簿 庶務 職員の勤務時間  健康管理医委嘱関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 庶務 職員の勤務時間 休暇簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績簿 電気・水道・ガス使用実績
報告書

電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

庶務 光熱費使用実績報
告

電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理区分決定 じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生管理体制報告 安全衛生管理体制報告綴 安全衛生 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 健康診断等結果報告 健康診断等結果報告綴 安全衛生 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業開始報告 特定元方事業開始報告綴 安全衛生 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書 設置報告書綴 安全衛生 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告・返還検査証 休止報告・返還検査証綴 安全衛生 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年間安全衛生管理計画 年間安全衛生管理計画綴 安全衛生 受理報告書 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 一般復命書 一般復命書綴 安全衛生 復命等 出勤簿 3 － 廃棄

瀬戸労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 局署会議復命等 局署会議復命等 安全衛生 復命等 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書 安全衛生指導復命書綴 安全衛生 復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 相談、情報等記録 相談、情報等記録綴 安全衛生 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 総務 総務関係綴 庶務  事務組合 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 厚生 厚生関係綴 庶務 文書台帳 厚生関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 健康診断関係綴 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 安全衛生 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 年報・諸報告関係 年報・諸報告綴 安全衛生 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害速報関係 災害速報綴 安全衛生 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 安全衛生 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告綴 安全衛生 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査・書替申請書綴 検査・書替申請書等 安全衛生 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安全衛生 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安特・衛特関係 安特・衛特綴 安全衛生 復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全週間・労働衛生週間
関係

安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生 復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 集団指導関係 集団指導綴 安全衛生 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災防団体指導関係 災防団体指導綴 安全衛生 復命等 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全衛生 復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計・疾病統計関係 災害統計・疾病統計綴 安全衛生 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 通信による調査・督促関係 通信による調査・督促等 安全衛生 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 その他情報関係(石綿関
係)

その他情報綴(石綿関係) 安全衛生 石綿関係 その他情報綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 通達・事務連絡関係(石綿
関係)

通達・事務連絡綴(石綿関
係)

安全衛生 石綿関係 通達・事務連絡綴(石綿関係) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安全衛生 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

業務監察に関する事項 安全衛生業務監察 業務監察関係 業務監察関係綴 安全衛生 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書関係 物品管理換通知書綴 庶務 物品管理 物品管理換通知書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品増減及び現在額報告
書関係

物品増減及び現在額報告
書

庶務 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細請求書
綴

庶務 経理・出納 郵便切手使用明細請求書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係
関係

会計検査、監査、受検関係
綴

庶務 会計検査（監督署） 会計検査、監査、受検関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書関係 会計関係各種報告書綴 庶務 会計検査（監督署） 会計関係各種報告書綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 支給 支給関係 基準給与簿 庶務 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送簿関係 郵便物発送簿 庶務 文書台帳 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送簿関係 郵便物発送簿 庶務 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 人事関係 人事関係綴 庶務 文書台帳 人事関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 会計関係 会計関係綴 庶務 文書台帳 会計関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 週休日の振替等命令関係 週休日の振替等命令簿 庶務 職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 代休日指定関係 代休日指定簿 庶務 職員の勤務時間 代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務等命令関係 超過勤務等命令簿 庶務 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 出張伺及び事後報告書・
旅行命令（依頼）関係

出張伺及び事後報告書・
旅行命令（依頼）簿

庶務 職員の勤務時間 出張伺及び事後報告書・旅行命令（依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 業務命令外出関係 業務命令外出簿 庶務 職員の勤務時間 業務命令外出簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 取扱注意文書＿電磁的記
録媒体管理簿

総務 情報セキュリティ関
係

取扱注意文書＿電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出許可簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特殊勤務手当関係 特殊勤務手当等 庶務 職員の諸手当 特殊勤務手当等 6 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書受付関係 設置報告書受付簿 安全衛生 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 表彰関係関係 表彰関係綴 安全衛生 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届　受付・処
理経過関係

設置届・計画届　受付・処
理経過簿

安全衛生 業務記録 設置届・計画届　受付・処理経過簿 10 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 総務 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ関係文書 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

庶務 文書台帳 廃棄実施簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 安全衛生指導・集団指導
関係(石綿関係)

安全衛生指導・集団指導
綴(石綿関係)

安全衛生 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 計画届・作業届関係（石綿
関係）

計画届・作業届綴（石綿関
係）

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 計画届・作業届　受付・処
理経過関係（石綿関係)

計画届・作業届　受付・処
理経過簿（石綿関係)

安全衛生 石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係) 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書関係 物品供用簿 庶務 物品管理 物品供用簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書関係 物品管理簿 庶務 物品管理 物品管理簿 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 アスベスト関連事業場訪
問歴個人票関係

アスベスト関連事業場訪
問歴個人票ファイル

庶務 職員の勤務時間 アスベスト関連事業場訪問歴個人票ファイル 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 監督 監督業務 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 監督 監督業務 月別監督指導実績綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局医等相談関係 局医等相談綴 労災補償 労災保険給付 局医等相談綴 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書受付関係 請求書受付簿 労災補償 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 照会・相談等処理票関係 照会・相談等処理票綴 労災補償 労災保険給付 照会・相談等処理票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年計表関係 年計表 労災補償 労災保険短期給付
リスト

年計表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 月計表関係 月計表 労災補償 労災保険短期給付
リスト

月計表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 業務処理日報関係 業務処理日報 労災補償 労災保険短期給付
リスト

業務処理日報 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 厚年等照合リスト関係 厚年等照合リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

厚年等照合リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金支払明細表関係 年金支払明細表 労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金支払明細表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 定期報告書未提出者リスト
関係

定期報告書未提出者リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 所在不明差止者リスト関係 所在不明差止者リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

所在不明差止者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 決議書破棄リスト関係 決議書破棄リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

決議書破棄リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 支払回収データリスト関係 支払回収データリスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

支払回収データリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 支払事故通知リスト関係 支払事故通知リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

支払事故通知リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 支払取消リスト関係 支払取消リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

支払取消リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 受給権者金融機関変更リ
スト関係

受給権者金融機関変更リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

受給権者金融機関変更リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（訂正）関係

年金・一時金処理件数リス
ト（訂正）

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（訂正） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（変更）関係

年金・一時金処理件数リス
ト（変更）

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（変更） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（登録）関係

年金・一時金処理件数リス
ト（登録）

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（登録） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金・一時金決議書未入
力リスト関係

年金・一時金決議書未入
力リスト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 年金・一時金データ未入力
リスト関係

年金・一時金データ未入力
リスト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ未入力リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト関係

治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

治ゆ・死亡年月日未登記リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 被災者別未処理事案リスト
関係

被災者別未処理事案リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

被災者別未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 療養なし休業請求書等
チェックリスト関係

療養なし休業請求書等
チェックリスト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 保険関係の成立直後請求
チェックリスト関係

保険関係の成立直後請求
チェックリスト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 全給付保留解除処理状況
リスト関係

全給付保留解除処理状況
リスト

労災補償 労災保険短期給付
リスト

全給付保留解除処理状況リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 全給付保留状況リスト関係 全給付保留状況リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

全給付保留状況リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 保留区分入力一覧表関係 保留区分入力一覧表 労災補償 労災保険短期給付
リスト

保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 未処理事案リスト関係 未処理事案リスト 労災補償 労災保険短期給付
リスト

未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト ５号等入力結果一覧表関
係

 ５号等入力結果一覧表 労災補償 労災保険短期給付
リスト

  ５号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督 監督業務 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 監督 監督業務 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 監督 監督業務 適用事業報告綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 相談等記録票綴 監督 監督業務 相談等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 ３６協定指導文書関係 ３６協定指導文書綴 監督 監督業務 ３６協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳関係 要監理事業場台帳 監督 監督業務 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿
関係

公益通報処理台帳索引簿
綴

監督 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿関係 申告処理台帳索引簿 監督 監督業務 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴 監督 監督業務 監督復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求関係 出頭要求簿 監督 監督業務 出頭要求簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴 監督 監督業務 申告処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿関係 監督復命書索引簿 監督 監督業務 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結関
係

公益通報処理台帳完結綴 監督 監督業務 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 監督 監督業務 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 災害時監督対象事業場名
簿関係

災害時監督対象事業場名
簿

監督 監督業務 災害時監督対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係
各種情報管理台帳

監督計画綴
各種情報管理台帳

監督 監督業務 監督計画綴
各種情報管理台帳

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常災害の理由等による
労働時間延長・休日労働
届関係

非常災害の理由等による
労働時間延長・休日労働
届綴

監督 就業環境 非常災害の理由等による労働時間延長・休日
労働届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届関係

時間外・休日労働に関する
協定届綴

監督 就業環境  時間外・休日労働に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届関係

１ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

監督 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 就業環境 １年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 事業場外労働に関する協
定届関係

事業場外労働に関する協
定届綴

監督 就業環境 事業場外労働に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する決議届関係

企画業務型裁量労働制に
関する決議届綴

監督 就業環境 企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する報告関係

企画業務型裁量労働制に
関する報告綴

監督 就業環境 企画業務型裁量労働制に関する報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 専門業務型裁量労働制に
関する協定届関係

専門業務型裁量労働制に
関する協定届綴

監督 就業環境 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １週間単位の非定型的変
形労働時間制に関する協
定届関係

１週間単位の非定型的変
形労働時間制に関する協
定届綴

監督 就業環境 １週間単位の非定型的変形労働時間制に関す
る協定届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 監督 就業環境 解雇予告除外認定綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係事務連絡関
係

労災補償関係事務連絡綴 労災補償 文書 労災補償関係事務連絡綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適用・徴収関係事務連絡
関係

適用・徴収関係事務連絡
綴

労災補償 文書 適用・徴収関係事務連絡綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係会議関係 労災補償関係会議綴 労災補償 文書 労災補償関係会議綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 費用徴収関係 費用徴収関係綴 労災補償 労災保険給付 費用徴収関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 意見書依頼台帳関係 意見書依頼台帳 労災補償 労災保険給付 意見書依頼台帳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 労災補償 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局報告書等関係 局報告書等綴 労災補償 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳関係 保険料申告書内訳綴 労災補償 労働保険適用 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入健康診断関係 特別加入健康診断関係綴 労災補償 労働保険適用 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入関係書類受付台
帳関係

特別加入関係書類受付台
帳

労災補償 労働保険適用 特別加入関係書類受付台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 事務組合関係 事務組合関係綴 労災補償 労働保険適用 事務組合関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査綴 労災補償 労働保険適用 保険料算定基礎調査綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿関係

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労災補償 労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 一括有期事業報告書関係 一括有期事業報告書綴 労災補償 労働保険適用 一括有期事業報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 代理人選任解任届関係 代理人選任解任届綴 労災補償 労働保険適用 代理人選任解任届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険加入証明関係 労働保険加入証明関係綴 労災補償 労働保険適用 労働保険加入証明関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用促進関係 適用促進関係綴 労災補償 労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 労災補償 労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係送付関係 適用関係送付綴 労災補償 労働保険適用 適用関係送付綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 労災補償 労働保険徴収 現金払込仕訳書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収関係 スタンプ領収関係綴 労災補償 労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書綴 労災補償 労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 特定個人情報の保護 労災年金事務における特
定個人情報等の事務取扱
担当者名簿関係

労災年金事務における特
定個人情報等の事務取扱
担当者名簿

労災補償 特定個人情報の保
護

労災年金事務における特定個人情報等の事務
取扱担当者名簿

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 監督 監督業務 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 監督 監督業務 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

監督 監督業務 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳
関係

立替払認定及び確認台帳 監督 監督業務 立替払認定及び確認台帳 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導に関する書類関
係

集団指導に関する書類綴 監督 監督業務 集団指導に関する書類綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係
（不利益処分事案用）

申告処理台帳完結綴（不
利益処分事案用）

監督 監督業務 申告処理台帳完結綴【不利益処分事案用】 5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則関係 寄宿舎規則 監督 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 監督 就業環境 就業規則届出綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係通達関係 労災補償関係通達綴 労災補償 文書 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償関係監察関係 労災補償関係監察関係綴 労災補償 文書 労災補償関係監察関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 求償権差し控え送達関係 求償権差し控え送達綴 労災補償 労災保険給付 求償権差し控え送達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係関係
（失権分）

受給者別年金関係綴（失
権分）

労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書関係

労災保険給付等調査復命
書綴

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書綴 労災補償 労働保険適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届関
係

名称・所在地等変更届綴 労災補償 労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届関係 保険関係成立届関係綴 労災補償 労働保険適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 原符等廃棄関係 原符等廃棄関係綴 労災補償 労働保険徴収 原符等廃棄関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 出納計算書関係 出納計算書関係綴 労災補償 労働保険徴収 出納計算書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 定時（臨時）検査関係 定時（臨時）検査関係綴 労災補償 労働保険徴収 定時（臨時）検査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏事務補助者命免
関係

収入官吏事務補助者命免
簿

労災補償 労働保険徴収 収入官吏事務補助者命免簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収控関係 スタンプ領収控綴 労災補償 労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金出納簿関係 現金出納簿 労災補償 労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書関係 現金領収証書 労災補償 労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書・領収証書関
係

現金払込書・領収証書 労災補償 労働保険徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏引継書関係 収入官吏引継書綴 労災補償 労働保険徴収 収入官吏引継書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可申請処理簿

賃金 最低賃金 最低賃金の減額の特例許可申請処理簿 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可綴

賃金 最低賃金 最低賃金の減額の特例許可綴 5 12(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳関係

第三者行為災害届受付台
帳

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害関係 第三者行為災害関係綴 労災補償 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 監督 監督業務 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 監督 監督業務 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適用・徴収関係通達関係 適用・徴収関係通達綴 労災補償 文書 適用・徴収関係通達綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判
決書（副本）関係

審査請求・再審査請求・判
決書（副本）綴

労災補償 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判決書（副本）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿関係 適正給付管理名簿綴 労災補償 労災保険給付 適正給付管理名簿綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付対象者ファイル
関係

適正給付対象者ファイル 労災補償 労災保険給付 適正給付対象者ファイル 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書関係

保険給付不支給決定請求
書綴

労災補償 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳関係 許可・認定管理台帳 監督 監督業務 許可・認定管理台帳 30 22 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達
関係

義肢・アフターケア等進達
簿

労災補償 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

監視・断続的労働に従事
する者に対する適用除外
許可申請書綴

監督 監督業務 監視・断続的労働に従事する者に対する適用
除外許可申請書綴

特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

断続的な宿直又は日直勤
務許可申請書綴

監督 監督業務 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書綴 特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別年金関係 受給者別年金関係綴 労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 給付記録票（カード）関係 給付記録票（カード） 労災補償 労災保険給付 給付記録票（カード） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出簿関係 労働保険番号振出簿 労災補償 労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）関係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）綴

監督 監督業務 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係
（重点別行政効果把握表）

監督関係報告綴
（重点別行政効果把握表）

監督 監督業務 監督関係報告綴
（重点別行政効果把握表）

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 特定個人情報の保護 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録関係

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

労災補償 特定個人情報の保
護

特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録

3 － 廃棄

労災補償に関する事項 特定個人情報の保護 特定個人情報等の適切な
取扱に関するチェックリスト
関係

特定個人情報等の適切な
取扱に関するチェックリスト

労災補償 特定個人情報の保
護

特定個人情報等の適切な取扱に関するチェック
リスト

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係（不利益
処分事案用）

監督復命書綴（不利益処
分事案用）

監督 監督業務 監督復命書綴【不利益処分事案用】 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引関係 寄宿舎規則受理索引簿 監督 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿 30 22 未定

監督に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿関係 就業規則受理索引簿 監督 就業環境 就業規則受理索引簿 30 － 未定

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係（石綿関
連文書）

監督復命書綴（石綿関連
文書）

監督 監督業務 監督復命書綴（石綿関連文書） 常用 － 未定

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 第一方面 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報 通報関係綴 第一方面 局報告等 通報関係 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼 専門医意見書依頼関係綴 労災 労災保険給付 局医等相談綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付請求書受付処理
簿

保険給付請求書受付処理
簿

労災 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災 労災保険短期給付
リスト

長期受給者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災 労災保険短期給付
リスト

適正給付管理名簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

厚年情報照合リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

厚年等未調整・厚年等年額未登記リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

内払・充当未処理リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

死亡災害報告情報等 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

出勤簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

指定年齢到達予定者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

支払内訳表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

転給未処理リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災  事務組合 支給停止解除予定者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金額等変更リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金支払明細表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

受給権者金融機関変更リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

支払取消リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

支払事故通知リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

支払差止者リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

全給付保留状況リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

5号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

治ゆ・死亡年月日未登記リスト 1 － 廃棄

刈谷労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

事業場別被災者一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

受付状況件数リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

被災者別未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ未入力リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（登録） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（変更） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（訂正） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

労働保険加入台帳更新結果確認リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険短期給付
リスト

業務処理日報 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険介護（補
償）給付リスト

未処理事案リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険介護（補
償）給付リスト

給付保留入力一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険介護（補
償）給付リスト

受付状況件数リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 休業厚年情報照合結果リ
スト

休業厚年情報照合結果リ
スト

労災 労災保険介護（補
償）給付リスト

給付保留状況リスト 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係書類送付書綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 第一方面 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 第一方面 業務計画等 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 第一方面 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 第一方面 業務記録 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 第一方面 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票 相談等記録票綴 第一方面 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 ３６協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 第一方面 業務記録 各種会議 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書 監督復命書綴（石綿関連
文書及び使用停止等命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

第一方面 業務記録 一般復命書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求簿関係 出頭要求簿 第一方面 業務記録 出頭要求簿 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結 公益通報処理台帳完結綴 第一方面 復命書等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

事業附属寄宿舎規程第36
条による適用特例許可申
請書綴

第一方面 復命書等 許認可綴（保存期間が３年のもの） 3 12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（石綿
関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行っ
た事案に係るものを除く）

第一方面 復命書等 監督復命書完結綴（石綿関連文書及び使用停
止等命令等不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 第一方面 復命書等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るものを除
く）

第一方面 復命書等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届関係

時間外・休日労働に関する
協定届綴

第一方面 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 １年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届関係

１ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

第一方面 受理届出書 １ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 第一方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 第一方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 システム 労働基準行政システム関
係

労働基準行政システム関
係綴

業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

第二方面業務報告 各種報告 各種報告関係 第二方面 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴（石綿関連文書を除く）

第二方面 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 30 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告

安全管理、総括安全衛生
管理者選任報告綴

第二方面 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告（一般） 健康診断結果報告綴（一
般）

第二方面 受理報告書 健康診断結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

第二方面 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全業務報告 各種報告 各種報告関係 第二方面 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿 第二方面 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等・ゴンドラ休廃止
報告

クレーン等・ゴンドラ休廃止
報告綴

第二方面 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告 安全関係報告綴 第二方面 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

第二方面 復命書 一般復命書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

第二方面 復命書 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

第二方面 復命書 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票 相談等記録票綴 第二方面 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告 安全関係報告綴 第二方面 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

第三方面 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 労災 労災保険給付 監察関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災 労災保険給付 会議復命書綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災 労災保険給付 費用徴収関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理 適正給付管理関係綴 労災 労災保険給付 適正給付対策関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付業務報告 各種報告 各種報告関係 労災 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼 専門医意見書依頼関係綴 労災 労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 労災 労災保険給付 照会・相談等処理票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他局署調査依頼・回答 他局署調査依頼・回答綴 労災 労災保険給付 他局署からの調査依頼→回答ファイル 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願 請求書取下げ願綴 労災 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年更リスト 年更リスト綴 労働保険徴
収

労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労働保険徴
収

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査 保険料算定基礎調査書綴 労働保険徴
収

労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

労働保険徴
収

労働保険適用 会計検査関係綴 5 15(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険成立証明関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労働保険徴
収

労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 事務組合関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入申請書 特別加入申請書送達綴 労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入関係書類受付台帳 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入申請書 特別加入申請書送達綴 労働保険徴
収

労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書 保険料申告書関係文書 労働保険徴
収

労働保険事務組合 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 滞納整理関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 第一方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第２条第４号の不
利益処分に関する重要な経
緯

不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るもの）（石
綿関連文書を除く）

第一方面 復命書等 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を除
く）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

第一方面 復命書等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書完結綴（使用
停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの）
（石綿関連文書を除く）

第一方面 復命書等 監督復命書完結綴（使用停止等命令等不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導関係 集団指導に関する書類綴 第一方面 復命書等 集団指導綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 第一方面 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 第一方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 第一方面 受理届出書 寄宿舎関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 　年次休暇 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 海外渡航承認、海外出張 業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 特定個人情報の保護 労災年金事務における特
定個人情報等の事務取扱
担当者名簿

労災年金事務における特
定個人情報等の事務取扱
担当者名簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　週休日の振替等命令簿 業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 5 15(2) 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務通達 各種通達 各種通達 第二方面 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生業務報告 各種報告 各種報告関係 第二方面 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害速報簿 災害速報簿 第二方面 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害事故報告 災害事故報告綴 第二方面 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 第二方面 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書 各種検査申請書綴 第二方面 受理報告書 検査・書換申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等設置・変更届 クレーン等設置・変更届綴 第二方面 受理報告書 設置・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全管理特別指導事業場 安全管理特別指導事業場
関係綴

第二方面 復命書 安特・衛特綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 全国安全週間 全国安全週間関係綴 第二方面 復命書 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導 集団指導に関する書類綴 第二方面 復命書 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書 災害調査復命書綴 第二方面 復命書 災害調査復命書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 第二方面 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 第二方面 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生業務報告 各種報告 各種報告関係 第二方面 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 無災害記録 無災害記録関係綴 第二方面 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 定例報告 定例報告綴 第二方面 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 定例報告 定例報告綴 第二方面 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

最低賃金の減額の特例許
可申請処理簿

第三方面 最低賃金・平均賃
金

最低賃金減額特例許可申請処理経過簿 5 12(2) 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

平均賃金決定・賃金調査 平均賃金決定 平均賃金決定関係綴 労災 労災保険給付 平均賃金決定通知書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書

労災保険給付等調査復命
書綴(石綿関連文書を除く）

労災 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に係る事項 労災業務通達 各種通達 各種通達 労災 労災保険給付 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

証拠書類（支払決議書） 労災 労災保険給付 証拠書類（支払決議書） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

証拠書類（支払決議書） 労災 労災保険給付 複数事業労働者等・統計処理用支給決定決議
書等綴

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

証拠書類（支払決議書） 労災 労災保険給付 療養（補償）給付たる療養の給付請求書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届 名称・所在地等変更届関
係文書

労働保険徴
収

労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 任意加入申請書類 任意加入申請書類関係文
書

労働保険徴
収

労働保険適用 任意加入申請書類関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

労働保険徴
収

労働保険徴収 解任分任収入関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

労働保険徴
収

労働保険徴収 定時（臨時）検査関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

前渡資金出納計算書綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 出納計算書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書 現金領収証書 労働保険徴
収

労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証原符綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 原符等廃棄関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿（資金前渡官
吏）

労働保険徴
収

労働保険徴収 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証原符綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書 現金払込書 労働保険徴
収

労働保険徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特地勤務手当 特地勤務手当 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係実績報告 給与関係実績報告綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 6 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害関係 第三者行為災害関係綴 労災 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求簿関係 出頭要求簿 第一方面 受理文書 各種通達 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 第一方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳
関係

立替払認定及び確認台帳 第一方面 復命書等 立替払認定及び確認台帳 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 業務 　庶務関係 情報室関係綴 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 クレーン等・ゴンドラ検査申
請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査申
請受付簿

第二方面 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 有期事業場設置計画届受
理簿

有期事業場設置計画届受
理簿

第二方面 復命書 許認可事務綴（有期） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 継続事業場設置届等受理
簿

継続事業場設置届等受理
簿

第二方面 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全表彰事業場等名簿 安全表彰事業場等名簿 第二方面 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画 災害防止計画綴 第二方面 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

方面に係る事項 方面業務通達 各種通達 各種通達 第三方面 受理文書 各種通達（家内労働関係） 10 － 廃棄

方面に係る事項 方面業務通達 各種通達 各種通達 第三方面 受理文書 各種通達(賃金関係） 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 審査又は仲裁審査請求 審査又は仲裁審査請求 労災 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判決書（副本）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書

保険給付不支給決定請求
書綴

労災 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 スライド（告示） スライド関係（告示）綴 労災 労災保険給付 スライド関係（告示）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

労災 労災保険給付 適正給付管理名簿綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

適正給付管理名簿（せき
損、じん肺、その他）

労災 労災保険給付 適正給付対象者ファイル 10 － 廃棄

労働保険適用に係る事項 労働保険適用業務例規通達 各種例規通達 各種例規通達 労働保険徴
収

労働保険適用 適用関係例規通達綴 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 業務 　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種特定機械台帳 各種特定機械台帳 第二方面 業務記録 検査証番号等振出簿 30 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿 就業規則受理索引簿 第一方面 業務記録 就業規則受理索引簿 常用 － 廃棄

監督に関する事項 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿 寄宿舎規則受理索引簿 第一方面 業務記録 寄宿舎規則受理索引簿 常用 22 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 第一方面 業務記録 許認可管理台帳 常用 － 廃棄

監督に関する事項 許認可等に関する重要な経
緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

休憩自由利用除外許可申
請書綴

第一方面 復命書等 許認可綴（保存期間が効力消滅後５年のもの） 特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 物品供用簿（備品） 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（備品） 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

衛生関係適用除外許可 衛生関係適用除外許可関
係綴

第二方面 復命書 許認可事務綴（無期） 常用 － 廃棄

1，14 法律の制定又は改廃及び
その経緯，告示、訓令及び
通達の制定又は改廃及び
その経緯

労働安全 法令、告示 法令、告示関係綴 第二方面 石綿 通達・事務連絡綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

第二方面 石綿 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

第二方面 石綿 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書（石綿関連文書）

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書）

労災 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 社会復帰促進等事業申請
書送達簿

社会復帰促進等事業申請
書送達簿

労災 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金給付決定 年金給付決定関係綴 労災 労災保険給付 （傷病・障害・遺族）補償年金関係綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 代理人選任・解任届 代理人選任・解任届関係
文書

労働保険徴
収

労働保険適用 代理人選任解任届綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険徴
収

労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届 保険関係成立届関係文書 労働保険徴
収

労働保険適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計事務補助者命免簿綴 労働保険徴
収

労働保険徴収 収入官吏・歳入歳出外現金出納官吏事務補助
者命免簿

帳簿を閉
鎖した翌度
から5年間

保存

－ 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 監督 業務計画等  健康管理医委嘱関係 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 監督 局報告等 通報関係綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告

電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

庶務 光熱費使用実績報
告

電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金 最低賃金関係通達 最低賃金関係通達綴 賃金 最低賃金 最低賃金関係通達綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係情報統計その他
資料

監督関係情報統計その他
資料綴

監督 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 監督 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督関係報告 各種報告 各種報告関係 監督 局報告等 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票 相談等記録票綴 監督 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告 適用事業報告綴 監督 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届

１ヶ月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

監督 受理届出書 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届

時間外・休日労働に関する
協定届綴

監督 受理届出書 出勤簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

監督 受理届出書 1年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴

安衛 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 監督業務 監督関係情報統計その他
資料

監督関係情報統計その他
資料綴

安衛 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全・衛生管理者台帳 安全・衛生管理者台帳 安衛  事務組合 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断結果報告 健康診断結果報告綴 安衛 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

安衛 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 共同企業体代表者届 共同企業体代表者届綴 安衛 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書 設置報告書綴 安衛 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告等 休止報告等綴 安衛 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全関係情報統計その他
資料

安全関係情報統計その他
資料綴

安衛 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務 一般復命書 一般復命書綴 安衛 復命等 一般復命書綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務 一般復命書 一般復命書綴 安衛 復命等 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生関係復命書 安全衛生関係復命書綴 安衛 復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災防団体 災防団体等関係綴 安衛 復命等 災防団体指導綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生関係復命書 安全衛生関係復命書綴 安衛 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

安全衛生に関する事項 労働安全 相談等記録表 相談等記録表綴 安衛 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務会議 各種会議関係 各種会議 庶務 庶務業務会議 庶務会議綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

江南労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 職員の出張及び官
用車使用

出張復命書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書 会計関係各種報告書綴 庶務 会計検査（監督署） 会計関係各種報告書綴 3 15(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 監督 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

就業環境 就業規則届出 就業規則届出綴 監督 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務通達 各種通達 各種報告関係 安衛 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生業務 各種報告関係 各種報告関係 安衛 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生業務 各種報告関係 各種報告関係 安衛 局報告等 災害報告綴(事業場等→署・署→局) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働衛生） 事故報告 事故報告綴 安衛 受理報告書 事故報告書綴(事業場→署) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告 労働者死傷病報告綴 安衛 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書 各種検査申請書綴 安衛 受理報告書 検査・書替申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安衛 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全管理特別指導事業場 安全管理特別指導事業場
関係綴

安衛 復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務 集団指導関係 集団指導に関する書類綴 安衛 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 安全衛生週間 安全衛生関係復命書綴 安衛 復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安衛 復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生関係復命書 安全衛生関係復命書綴 安衛 業務記録 工事差止・変更勧告・指導書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 安衛 業務記録 雇用保険被保険者証再交付申請書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災害統計 災害統計綴 安衛 業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生関係復命書 安全衛生関係復命書綴 安衛 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 安全衛生関係復命書 安全衛生関係復命書綴 安衛 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 無災害記録関係 無災害記録関係綴 安衛 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安衛 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務 監察関係 監察関係綴 安衛 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達 庶務 庶務業務通達 庶務通達綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
綴

庶務 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 庶務 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間綴 庶務 職員の勤務時間 勤務時間 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿綴 庶務 職員の勤務時間 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務綴 庶務 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係綴 庶務 職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特地勤務手当関係 特地勤務手当綴 庶務 職員の諸手当 特殊勤務手当等 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品増減及び現在額報告
関係

物品増減及び現在額報告
綴

庶務 物品管理 物品管理換通知書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 庶務 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

庶務 会計検査（監督署） 会計検査、監査、受検関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 支給関係 庶務 職員の給与 支給関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与支払報告書関係 給与支払報告書綴 庶務 職員の給与 給与支払報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

取得請求発注決議書綴
（ガソリン）

庶務 経理・出納 取得請求発注決議書綴（ガソリン） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

未到達国庫金送金通知書
整理簿

庶務 経理・出納 未到達国庫金送金通知書整理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手使用明細書請求
書綴

庶務 経理・出納 郵便切手使用明細書請求書綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務通達 各種通達関係 各種通達 監督 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 監督 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査関係 検査関係綴 安衛 受理報告書 収入印紙貼用簿(検査申請書等受付簿) 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 設置報告書関係 設置報告書綴 安衛 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生関係表彰名簿 労働衛生関係表彰名簿 安衛 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 災害防止計画関係 災害防止計画綴 安衛 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定機械移管関係 特定機械移管関係綴 安衛 復命等 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査関係 検査関係綴 安衛 業務記録 検査証番号等振出簿 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

労働衛生関係許可認定関
係

労働衛生関係許可認定関
係綴

安衛 復命等 許認可事務綴 (無期) 常用 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生業務通達 各種通達関係 各種通達 安衛 石綿関係 通達・事務連絡綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

安全衛生に関する事項 安全衛生後有無 集団指導関係 集団指導に関する書類綴 安衛 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届受理簿 計画届受理簿 安衛 石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿(石綿関係) 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 建設工事計画届（石綿関
連文書）関係

建設工事計画届綴（石綿
関連文書）

安衛 石綿関係 計画届・作業届綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

安全衛生に関する事項 労働安全 安全関係情報統計その他
資料

安全関係情報統計その他
資料綴

安衛 石綿関係 その他情報綴(石綿関係) 常用 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイル管理簿そ
の他の業務に常時利用す
るものとして継続的に保存
すべき文書

行政文書ファイル管理簿 庶務 文書台帳 行政文書ファイル管理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（備品） 庶務 物品管理 物品管理簿（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品共用関係 物品共用簿（備品） 庶務 物品管理 物品供用簿（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（消耗品） 庶務 物品管理 物品管理簿（消耗品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品共用関係 物品共用簿（消耗品） 庶務 物品管理 物品供用簿（消耗品） 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 労災 労災保険給付 専門医意見書依頼関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

監督 復命等 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連
文書及び使用停止等命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

監督 復命等 監督復命書綴（石綿関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行った事案に係るものを
除く）

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 監督 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

公益通報に関する事項 公益通報 公益通報関係 公益通報関係書類綴 監督 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 監督 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 監督 業務記録 許可・認定管理台帳 30 22 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 方面 業務計画等 月別監督指導実績綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 照会・相談等処理票関係 照会・相談等処理票綴 労災 労災保険給付 照会・相談等処理票綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局医等相談関係 局医等相談綴 労災 労災保険給付 局医等相談綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書受付簿 請求書受付簿 労災 労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 保険関係の成立直後請求
チェックリスト

保険関係の成立直後請求
チェックリスト

労災 労災保険短期給付
リスト

保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 全給付保留解除処理状況
リスト

全給付保留解除処理状況
リスト

労災 労災保険短期給付
リスト

全給付保留解除処理状況リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 労災 労災保険短期給付
リスト

全給付保留状況リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 療養なし休業請求書等
チェックリスト

療養なし休業請求書等
チェックリスト

労災 労災保険短期給付
リスト

療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 5号等入力結果一覧表 5号等入力結果一覧表 労災 労災保険短期給付
リスト

5号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト 労災 労災保険短期給付
リスト

未処理事案リスト 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係書類送付書関係 適用関係書類送付書綴 労災 労働保険適用 適用関係書類送付書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険年金給付リスト 定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 労災 労災保険年金給付
リスト

定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画関係 月別監督計画綴 方面 業務計画等 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務例規通達 監督関係参考資料関係 監督関係参考資料綴 方面 受理文書 監督関係参考資料綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告関係 監督関係報告綴 方面  事務組合 監督関係報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報関係 通報関係綴 方面 局報告等 通報関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 捜査関係事項照会、裁判
所嘱託等報告関係

捜査関係事項照会、裁判
所嘱託等報告綴

方面 局報告等 捜査関係事項照会、裁判所嘱託等報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談・情報等記録票関係 相談・情報等記録票綴 方面 業務記録 相談・情報等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 各種会議関係 各種会議綴 方面 業務記録 各種会議綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 方面 業務記録 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 一般復命書関係 一般復命書 方面 業務記録 一般復命書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要監理事業場台帳 要監理事業場台帳 方面 業務記録 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 36協定指導文書関係 36協定指導文書綴 方面 業務記録 36協定指導文書綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿 方面 業務記録 確認対象事業場名簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係
（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を
行った事案に係るものを除
く）

申告処理台帳完結綴（：石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

方面 復命等 申告処理台帳完結綴（：石綿関連文書及び出
頭命令等の不利益処分を行った事案に係るも
のを除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）関係

監督復命書・安全衛生指
導復命書（安衛配置監督
官）綴

方面 復命等 監督復命書・安全衛生指導復命書（安衛配置
監督官）綴

3 － 廃棄

豊田労働基準監督署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結関係（石
綿関連文書及び使用停止
等命令書等不利益処分を
行った事案に係るものを除
く）

監督復命書完結綴（：石綿
関連文書及び使用停止等
命令書等不利益処分を
行った事案に係るものを除
く）

方面 復命等 監督復命書完結綴（：石綿関連文書及び使用
停止等命令書等不利益処分を行った事案に係
るものを除く）

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可関係（保存期間が３
年のもの）

許認可綴（：保存期間が３
年のもの）

方面 復命等 許認可綴（：保存期間が３年のもの） 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結関
係

公益通報処理台帳完結綴 方面 復命等 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 方面 復命等 監督復命書索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 方面 受理届出書 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外休日労働協定届関
係

時間外休日労働協定届綴 方面 受理届出書 時間外休日労働協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 適用事業報告関係 適用事業報告綴 方面 受理届出書 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定関係

１年単位の変形労働時間
制に関する協定綴

方面 受理届出書 １年単位の変形労働時間制に関する協定綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ケ月単位の変形労働時
間制に関する協定関係

１ケ月単位の変形労働時
間制に関する協定綴

方面 受理届出書 １ケ月単位の変形労働時間制に関する協定綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常災害延長届等届出関
係

非常災害延長届等届出綴 方面 受理届出書 非常災害延長届等届出綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 計画認定・変更申請書受
払簿

計画認定・変更申請書受
払簿

方面 有期雇用特例措置 計画認定・変更申請書受払簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 雑件関係 雑件綴 安全衛生課 受理文書 雑件綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺健康管理区分決定
関係

じん肺健康管理区分決定
関係綴

安全衛生課 受理文書 じん肺健康管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 健康診断等結果報告関係 健康診断等結果報告綴 安全衛生課 受理報告書 健康診断等結果報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 安全衛生管理体制報告関
係

安全衛生管理体制報告綴 安全衛生課 受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業開始報告関
係

特定元方事業開始報告綴 安全衛生課 受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 安全衛生課 受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書関係 設置報告書綴 安全衛生課 受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 休止報告・返還検査証関
係

休止報告・返還検査証綴 安全衛生課 受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 年間安全衛生管理計画関
係

年間安全衛生管理計画綴 安全衛生課 受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 安全衛生指導復命書関係 安全衛生指導復命書綴 安全衛生課 復命等 安全衛生指導復命書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 一般復命書関係 一般復命書綴 安全衛生課 復命等 一般復命書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 局署会議復命関係 局署会議復命等綴 安全衛生課 復命等 局署会議復命等綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 是正・中間・完成報告関係 是正・中間・完成報告綴 安全衛生課 業務記録 是正・中間・完成報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 相談、情報等記録関係 相談、情報等記録綴 安全衛生課 業務記録 相談、情報等記録綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 意見依頼台帳 意見依頼台帳 労災 労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 特定個人情報記録簿 特定個人情報記録簿 労災 労災保険給付 特定個人情報記録簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 労災 労災保険給付 適正給付管理関係綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働
保険適用徴収業務監察

監察関係 監察関係綴 労災 労災保険給付 監察関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 他局署からの調査依頼関
係

他局署からの調査依頼 労災 労災保険給付 他局署からの調査依頼 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局報告書等関係 局報告書等綴 労災 労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 労災 労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に関する確
認記録関係

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に関する確
認記録綴

労災 労災保険給付 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に関す
る確認記録綴

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用促進関係 適用促進関係綴 労災 労働保険適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 労災 労働保険適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 代理人選任・解任届関係 代理人選任・解任届綴 労災 労働保険適用 代理人選任・解任届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査関係
綴

労災 労働保険適用 保険料算定基礎調査関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険成立証明関係 労働保険成立証明関係綴 労災 労働保険適用 労働保険成立証明関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 料率変更関係 料率変更関係綴 労災 労働保険適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労災 労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入関係書類受付台
帳

特別加入関係書類受付台
帳

労災 労働保険事務組合 特別加入関係書類受付台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 特別加入健康診断関係 特別加入健康診断関係綴 労災 労働保険事務組合 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書内訳関係 保険料申告書内訳綴 労災 労働保険事務組合 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏・現金出納官吏
事務補助者命免簿

収入官吏・現金出納官吏
事務補助者命免簿

労災 労働保険徴収 収入官吏・現金出納官吏事務補助者命免簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収関係 スタンプ領収関係綴 労災 労働保険徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 方面 業務計画等 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係
（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るも
の、石綿関連文書を除く）

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの、石
綿関連文書を除く）

方面 復命等 申告処理台帳完結綴（：出頭命令等の不利益
処分を行った事案に係るもの、石綿関連文書を
除く）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

方面 復命等 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導関係 集団指導綴 方面 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書完結関係（使
用停止等命令書等不利益
処分を行った事案に係るも
の、石綿関連文書を除く）

監督復命書完結綴（使用
停止等命令書等不利益処
分を行った事案に係るも
の、石綿関連文書を除く）

方面 復命等 監督復命書完結綴（：使用停止等命令書等不
利益処分を行った事案に係るもの、石綿関連文
書を除く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 方面 受理届出書 就業規則届出綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 方面 受理届出書 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 出勤簿 出勤簿 業務 　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 業務 　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 週休日の振替等命令・代
休指定簿

週休日の振替等命令・代
休指定簿

業務 　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務復命書 復命書関係 復命書綴 業務 　庶務関係 復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 安全衛生課 受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 年報・諸報告関係 年報・諸報告綴 安全衛生課 局報告等 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 災害速報関係（事業場等
→署・署→局）

災害速報綴（事業場等→
署・署→局）

安全衛生課 局報告等 災害速報綴（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 安全衛生課 受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 検査・書換申請書等関係 検査・書換申請書等綴 安全衛生課 受理報告書 検査・書換申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 事故報告書関係（事業場
→署）

事故報告書綴（事業場→
署）

安全衛生課 受理報告書 事故報告書綴（事業場→署） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
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11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告綴 安全衛生課 受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届関係 設置届・計画届綴 安全衛生課 受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 安全週間・労働衛生週間
関係

安全週間・労働衛生週間
綴

安全衛生課 復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 集団指導関係 集団指導綴 安全衛生課 復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 災防団体指導関係 災防団体指導綴 安全衛生課 復命等 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全衛生課 復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 安特・衛特関係 安特・衛特綴 安全衛生課 復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 欠陥機械等通報関係 欠陥機械等通報綴 安全衛生課 復命等 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 安全衛生指導復命書関係
（不利益処分有り）

安全衛生指導復命書綴
（不利益処分有り）

安全衛生課 復命等 安全衛生指導復命書綴（不利益処分有り） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 災害調査処理経過関係 災害調査処理経過簿 安全衛生課 業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

安全衛生課 業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 無災害記録関係 無災害記録関係綴 安全衛生課 業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 通信による調査・督促関係 通信による調査・督促等 安全衛生課 業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 通達・事務連絡関係（石綿
関係）

通達・事務連絡綴（石綿関
係）

安全衛生課 石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 年間業務計画関係 年間業務計画綴 安全衛生課 施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 業務監察関係 業務監察関係綴 安全衛生課 施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 特定個人情報記載保険給
付請求書関係

特定個人情報記載保険給
付請求書綴

労災 労災保険給付 特定個人情報記載保険給付請求書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書関係

労災保険給付等調査復命
書綴

労災 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償通達事務連絡関
係

労災補償通達事務連絡綴 労災 労災保険給付 労災補償通達事務連絡綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 （第三者行為）労災保険給
付等調査復命書関係

（第三者行為）労災保険給
付等調査復命書綴

労災 労災保険給付 （第三者行為）労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 受給者別（傷病・障害・遺
族失権分）年金関係

受給者別（傷病・障害・遺
族失権分）年金関係綴

労災 労災保険給付 受給者別（傷病・障害・遺族失権分）年金関係
綴

5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 支払済保険給付請求書関
係

支払済保険給付請求書綴 労災 労災保険給付 支払済保険給付請求書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 療養（補償）給付請求書関
係

療養（補償）給付請求書綴 労災 労災保険給付 療養（補償）給付請求書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 適正給付管理カード 適正給付管理カード 労災 労災保険短期給付
リスト

適正給付管理カード 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

労災 労働保険適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係綴 労災 労働保険適用 任意加入申請書類関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届関
係

名称・所在地等変更届綴 労災 労働保険適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書綴 労災 労働保険適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収控関係 スタンプ領収控綴 労災 労働保険徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金出納簿 現金出納簿 労災 労働保険徴収 現金出納簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書・領収証書関
係

現金払込書・領収証書 労災 労働保険徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書綴 労災 労働保険徴収 現金払込仕訳書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 定時(臨時)検査関係 定時(臨時)検査関係綴 労災 労働保険徴収 定時(臨時)検査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書関係 現金領収証書 労災 労働保険徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害関係 第三者行為災害関係綴 労災 労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 方面 業務計画等 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務例規通達 通達・事務連絡関係 通達・事務連絡綴 方面 受理文書 通達・事務連絡綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

収入印紙貼用簿（検査申
請書等受付簿）

安全衛生課 受理報告書 収入印紙貼用簿（検査申請書等受付簿） 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係（有期） 許認可事務綴（有期） 安全衛生課 復命等 許認可事務綴（有期） 10 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 災害調査復命書関係（重
大災害）

災害調査復命書綴（重大
災害）

安全衛生課 復命等 災害調査復命書綴（重大災害） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 表彰関係 表彰関係綴 安全衛生課 業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置届・計画届　受付・処
理経過簿

設置届・計画届　受付・処
理経過簿

安全衛生課 業務記録 設置届・計画届　受付・処理経過簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 設置報告書受付簿 設置報告書受付簿 安全衛生課 業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 災害防止計画関係 災害防止計画綴 安全衛生課 施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 国又は行政機関を当事者と
する訴状の提起その他の訴
訟に関する重要な経緯

審査請求・再審査請求・判
決書（副本）関係

審査請求・再審査請求・判
決書（副本）綴

労災 労災保険給付 審査請求・再審査請求・判決書（副本）綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書関係

保険給付不支給決定請求
書綴

労災 労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 給付記録票（カード） 給付記録票（カード） 労災 労災保険給付 給付記録票（カード） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理名簿 適正給付管理名簿綴 労災 労災保険給付 適正給付管理名簿綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付対象者ファイル
関係

適正給付対象者ファイル 労災 労災保険給付 適正給付対象者ファイル 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係例規通達関係 適用関係例規通達綴 労災 労働保険適用 適用関係例規通達綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許認可管理台帳 許認可管理台帳 方面 業務記録 許認可管理台帳 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 廃止事業場記録等報告書
関係

廃止事業場記録等報告書
綴

安全衛生課 受理報告書 廃止事業場記録等報告書綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 廃止特定機械台帳関係 廃止特定機械台帳綴 安全衛生課 復命等 廃止特定機械台帳綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係（無期） 許認可事務綴（無期） 方面 復命等 許認可綴（：保存期間が効力消滅後５年のも
の）

特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 安全衛生指導・集団指導
関係（石綿関係）

安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

方面 石綿関係 石綿関連文書（監督） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可事務関係（無期） 許認可事務綴（無期） 安全衛生課 復命等 許認可事務綴（無期） 常用 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（安全衛生） 安全衛生指導・集団指導
関係（石綿関係）

安全衛生指導・集団指導
綴（石綿関係）

安全衛生課 石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届・作業届　受付・処
理経過簿（石綿関係）

計画届・作業届　受付・処
理経過簿（石綿関係）

安全衛生課 石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全衛生 廃止事業場記録等報告書
関係（石綿関係）

廃止事業場記録等報告書
綴（石綿関係）

安全衛生課 石綿関係 廃止事業場記録等報告書綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 計画届・作業届関係（石綿
関係）

計画届・作業届綴（石綿関
係）

安全衛生課 石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 義肢・アフターケア等進達
簿関係

義肢・アフターケア等進達
簿綴

労災 労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係 労働保険番号振出簿 労災 労働保険適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 受給者別（傷病・障害・遺
族）年金関係

受給者別（傷病・障害・遺
族）年金関係綴

労災 労災保険給付 受給者別（傷病・障害・遺族）年金関係綴 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

業務 　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務 　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務業務報告 総務関係 総務関係綴 業務 　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

構成業務報告 厚生関係 厚生関係綴 業務 　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 情報室関係 情報室関係綴 業務 　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

システム関係業務報告 本省システム関係 本省システム関係綴 業務 　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庁舎関係業務報告 庁舎管理関係 庁舎管理関係綴 業務 　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

出張伺及び事後報告書・
旅行命令(依頼）簿

業務 　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿 業務命令外出簿 業務 　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等収受簿 特殊取扱郵便等収受簿 業務 　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 後納郵便発送関係 後納郵便発送関係綴 業務 　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

会計業務報告 会計関係 会計関係綴 業務 　庶務関係 会計関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

人事業務報告 人事関係 人事関係綴 業務 　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品異動関係 物品異動関係綴 業務 　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員の服務と勤務
の承認・処理関係

非常勤職員の服務と勤務
の承認・処理などに関する
綴

業務 　庶務関係 非常勤職員の服務と勤務の承認・処理などに
関する綴

5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿・貸出許可簿

外部電磁的記録媒体登録
簿・貸出許可簿

業務 　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・貸出許可簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

特定個人情報等取扱者名
簿・管理簿

業務 　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 採用関係 非常勤職員採用関係 非常勤職員採用関係 業務 　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 予算関係 予算関係綴 業務 　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 行政文書 行政文書綴 業務 　庶務関係 行政文書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 所属職員の服務と勤務の
承認・処理関係

所属職員の服務と勤務の
承認・処理などに関する綴

業務 　庶務関係 所属職員の服務と勤務の承認・処理などに関
する綴

6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 通勤手当認定関係 通勤手当認定綴 業務 　庶務関係 通勤手当認定綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間報告書関係 勤務時間報告書綴 業務 　庶務関係 勤務時間報告書綴 6 － 廃棄

行政監察に関する事項 監査関係 会計監査・検査関係 会計監査・検査関係綴 業務 　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 例外取扱文書発議台帳 例外取扱文書発議台帳 業務 　庶務関係 例外取扱文書発議台帳 30 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 備品供用整理簿 備品供用整理簿 業務 　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理簿 物品管理簿 業務 　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

  安全衛生に係る事項 検査・試験 安全関係情報統計その他
資料

免許試験案内、外部団体
主催の講習会案内、リーフ
レット

西尾支署安
全衛生

受理文書  健康管理医委嘱関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係
綴

じん肺管理区分決定関係
綴（石綿関連文書を除く）

西尾支署安
全衛生

受理文書 じん肺管理区分決定関係綴 3 － 廃棄

岡崎労働基準監督署西尾支署



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全）、労働
衛生管理

各種選任報告関係 各種選任報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 安全衛生管理体制報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働者の健康管理 各種健康診断結果報告関
係

各種健康診断結果報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 健康診断結果報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 特定元方事業者事業開始
報告

特定元方事業者事業開始
報告綴

西尾支署安
全衛生

受理報告書 特定元方事業開始報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 共同企業体代表者届関係 共同企業体代表者届綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 共同企業体代表者届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種設置報告関係 各種設置報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 設置報告書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種休廃止報告関係 各種休廃止報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 休止報告・返還検査証綴 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 労働安全 安全関係情報統計その他
資料

事業場から提出される年
間安全衛生計画綴

西尾支署安
全衛生

受理報告書 年間安全衛生管理計画綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

安全衛生関係業務会議 安全衛生関係会議関係 安全衛生関係会議 西尾支署安
全衛生

復命等 死亡災害報告情報等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

西尾支署安
全衛生

復命等 出勤簿 3 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達 西尾支署安
全衛生

石綿関係 通達・事務連絡綴（石綿関係） 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 その他情報（石綿関係） その他情報（石綿関係） その他情報（石綿関係）綴 西尾支署安
全衛生

石綿関係 その他情報（石綿関係） 5 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達 西尾支署安
全衛生

受理文書 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全、労働衛生管理 安全関係報告関係、衛生
関係報告（定期、随時、臨
時）関係

安全関係報告綴、衛生関
係報告（定期、随時、臨時）
綴

西尾支署安
全衛生

 事務組合 年報・諸報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全関係報告関係 安全関係報告綴 西尾支署安
全衛生

局報告等 災害速報綴　（事業場等→署・署→局） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働衛生） 事故報告関係 事故報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 事故報告書綴　（事業場→署） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 統括管理命令・報告関係 統括管理命令・報告綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 統括管理命令・報告綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種検査申請書関係 各種検査申請書綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 検査・書換申請書等綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

検査・試験 各種設置届、計画届関係 各種設置届、計画届綴 西尾支署安
全衛生

受理報告書 設置届・計画届綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 安特、下混、災害多発事業
場関係

安特、下混、災害多発事業
場関係綴

西尾支署安
全衛生

復命等 安特・衛特綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全、労働衛生管理 全国安全週間関係、全国
労働衛生週間関係

全国安全週間関係綴、全
国労働衛生週間関係綴

西尾支署安
全衛生

復命等 安全週間・労働衛生週間綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全（衛生）関係復命書 安全（衛生）関係復命書綴
（安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）を除く）

西尾支署安
全衛生

復命等 集団指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災防団体指導関係 災防団体指導綴 西尾支署安
全衛生

復命等 災防団体指導綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 西尾支署安
全衛生

復命等 災害調査復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 欠陥機械等通報関係 欠陥機械等通報綴 西尾支署安
全衛生

復命等 欠陥機械等通報綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯労働衛生関係許可認定関
係

労働衛生関係許可認定関
係綴

西尾支署安
全衛生

復命等 許認可事務綴(有期) 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 西尾支署安
全衛生

業務記録 災害調査処理経過簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害統計関係 災害統計綴 西尾支署安
全衛生

業務記録 災害統計・疾病統計綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 労働災害再発防止対策書
関係

労働災害再発防止対策書
関係綴

西尾支署安
全衛生

業務記録 労働災害再発防止対策書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 通信による調査・督促等 通信による調査・督促等 西尾支署安
全衛生

業務記録 通信による調査・督促等 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働災害（労働安全） 無災害記録関係 無災害記録関係綴 西尾支署安
全衛生

業務記録 無災害記録関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生業務 年間業務計画関係 年間業務計画綴 西尾支署安
全衛生

施策・業務計画等 年間業務計画綴 5 － 廃棄

業務監察に関する事項 安全衛生業務 業務監察関係 業務監察関係綴 西尾支署安
全衛生

施策・業務計画等 業務監察関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

安全衛生業務 各種設置報告関係 設置報告書受付簿 西尾支署安
全衛生

業務記録 設置報告書受付簿 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働衛生管理 労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿 西尾支署安
全衛生

業務記録 表彰関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 災害防止計画関係 災害防止計画綴 西尾支署安
全衛生

施策・業務計画等 災害防止計画綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働安全 安全衛生指導復命書関係 安全衛生指導復命書（実
地調査復命書を含む）（石
綿関連文書）

西尾支署安
全衛生

石綿関係 安全衛生指導・集団指導綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 計画届受理簿（石綿関係） 建築物解体等作業届（石
綿関係）綴

西尾支署安
全衛生

石綿関係 計画届・作業届　受付・処理経過簿（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働安全 計画届受理簿（石綿関係） 建築物解体等作業届（石
綿関係）綴

西尾支署安
全衛生

石綿関係 計画届・作業届綴（石綿関係） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯労働衛生関係許可認定関
係

労働衛生関係許可認定関
係綴

西尾支署安
全衛生

復命等 許認可事務綴(無期) 常用 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 通報 通報関係綴 西尾支署監
督

監督業務 通報関係綴 1 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 月別監督計画 月別監督計画綴 西尾支署監
督

監督業務 月別監督計画綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督関係報告 監督関係報告綴 西尾支署監
督

監督業務 監督関係報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務会議 各種会議関係 各種会議 西尾支署監
督

監督業務 各種会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

監督業務復命書 各種復命書関係 各種復命書 西尾支署監
督

監督業務 雇用保険被保険者証再交付申請書 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 西尾支署監
督

監督業務 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 要管理事業場台帳 要管理事業場台帳 西尾支署監
督

監督業務 要監理事業場台帳 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 西尾支署監
督

監督業務 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 西尾支署監
督

監督業務 確認対象事業場名簿綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 相談等記録票関係 相談等記録票綴 西尾支署監
督

監督業務 相談等記録票綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 出頭要求簿関係 出頭要求簿 西尾支署監
督

監督業務 出頭要求簿 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連
文書及び使用停止等命令
等不利益処分を行った事
案に係るものを除く）

西尾支署監
督

監督業務 監督復命書綴（石綿関連文書及び使用停止等
命令等不利益処分を行った事案に係るものを
除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 申告処理台帳完結関係 申告処理台帳完結綴（石
綿関連文書及び出頭命令
等の不利益処分を行った
事案に係るものを除く）

西尾支署監
督

監督業務 申告処理台帳完結綴（石綿関連文書及び出頭
命令等の不利益処分を行った事案に係るもの
を除く）

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 公益通報処理台帳完結関
係

公益通報処理台帳完結綴 西尾支署監
督

監督業務 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 適用事業報告関係 適用事業報告綴 西尾支署監
督

監督業務 適用事業報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 時間外・休日労働に関する
協定届関係

時間外・休日労働に関する
協定届綴

西尾支署監
督

就業環境 時間外・休日労働に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １年単位の変形労働時間
制に関する協定届関係

１年単位の変形労働時間
制に関する協定届綴

西尾支署監
督

就業環境 １年単位の変形労働時間制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １ケ月単位の変形労働時
間制に関する協定届関係

１ケ月単位の変形労働時
間制に関する協定届綴

西尾支署監
督

就業環境 １ケ月単位の変形労働時間制に関する協定届
綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 非常災害等の理由による
労働時間延長・休日労働
届関係

非常災害等の理由による
労働時間延長・休日労働
届綴

西尾支署監
督

就業環境 非常災害等の理由による労働時間延長・休日
労働届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 １週間単位の非定形的変
形労働時間制に関する協
定届関係

１週間単位の非定形的変
形労働時間制に関する協
定届綴

西尾支署監
督

就業環境 １週間単位の非定形的変形労働時間制に関す
る協定届綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 事業場外労働に関する協
定届関係

事業場外労働に関する協
定届綴

西尾支署監
督

就業環境 事業場外労働に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する決議届関係

企画業務型裁量労働制に
関する決議届綴

西尾支署監
督

就業環境 企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

監督に関する事項 就業環境 企画業務型裁量労働制に
関する報告関係

企画業務型裁量労働制に
関する報告綴

西尾支署監
督

就業環境 企画業務型裁量労働制に関する報告綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 専門業務型裁量労働制に
関する協定届関係

専門業務型裁量労働制に
関する協定届綴

西尾支署監
督

就業環境 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 清算期間が１箇月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届関係

清算期間が１箇月を超える
フレックスタイム制に関す
る協定届綴

西尾支署監
督

就業環境 清算期間が１箇月を超えるフレックスタイム制に
関する協定届綴

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

最低賃金 委託状況届関係 委託状況届綴 西尾支署監
督

賃金 委託状況届綴 3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督計画関係 監督計画綴 西尾支署監
督

監督業務 監督計画綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認台帳
関係

立替払認定及び確認台帳 西尾支署監
督

監督業務 立替払認定及び確認台帳 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 立替払認定及び確認復命
書関係

立替払認定及び確認復命
書

西尾支署監
督

監督業務 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（使用停止
等命令等不利益処分を
行った事案に係るもの）（石
綿関連文書を除く）

西尾支署監
督

監督業務 監督復命書綴（使用停止等命令等不利益処分
を行った事案に係るもの）（石綿関連文書を除
く）

5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 集団指導関係 集団指導に関する書類綴 西尾支署監
督

監督業務 集団指導に関する書類綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政手続法第２条第４号の不利益処分に関する重要な経緯不利益処分をするための
決裁文書その他当該処分
に至る過程が記録された
文書

申告処理台帳完結綴（出
頭命令等の不利益処分を
行った事案に係るもの）（石
綿関連文書を除く）

西尾支署監
督

監督業務 申告処理台帳完結綴（出頭命令等の不利益処
分を行った事案に係るもの）（石綿関連文書を
除く）

5 11(3)
12(3)

廃棄

監督に関する事項 監督業務 貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 西尾支署監
督

監督業務 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 行政運営関係 行政運営綴 西尾支署監
督

監督業務 通達・事務連絡綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業付属寄宿舎 寄宿舎規則関係 寄宿舎規則 西尾支署監
督

事業附属寄宿舎 寄宿舎規則 5 － 廃棄

監督に関する事項 事業付属寄宿舎 寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 西尾支署監
督

事業附属寄宿舎 寄宿舎設置届綴 5 － 廃棄

監督に関する事項 就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 西尾支署監
督

就業環境 就業規則届出綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経
緯

許認可をするための決裁
文書その他許認可に至る
過程が記録された文書

最低賃金の減額の特例許
可申請処理簿

西尾支署監
督

賃金 最低賃金の減額の特例許可申請処理簿 5 12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可をするための決裁
文書その他許認可に至る
過程が記録された文書

最低賃金の減額の特例許
可綴

西尾支署監
督

賃金 最低賃金の減額の特例許可綴 5 12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監督計画綴 西尾支署監
督

監督業務 監察関係綴 10 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達 西尾支署監
督

監督業務 各種例規通達 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可をするための決裁
文書その他許認可に至る
過程が記録された文書

監視・断続的労働に従事
する者に対する適用除外
許可申請書綴

西尾支署監
督

監督業務 監視・断続的労働に従事する者に対する適用
除外許可申請書綴

特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

許認可等に関する重要な経緯許認可をするための決裁
文書その他許認可に至る
過程が記録された文書

断続的な宿直又は日直勤
務許可申請書綴

西尾支署監
督

監督業務 断続的な宿直又は日直勤務許可申請書綴 特定日以
後5年(許認

可等)

12(2) 廃棄

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 西尾支署監
督

監督業務 許可・認定管理台帳 常用 22 未定

監督に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連
文書）

西尾支署監
督

監督業務 監督復命書綴（石綿関連文書） 常用 － 未定

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

西尾支署庶
務

　庶務関係 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

総務関係に係る事項 総務関係業務例規通達 総務関係業務通達 総務関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 総務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 厚生関係業務例規通達 厚生関係業務通達 厚生関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 厚生関係綴 3 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿・庁内使用管理簿・庁外
持出許可簿

西尾支署庶
務

　庶務関係 外部電磁的記録媒体登録簿・庁内使用管理
簿・庁外持出許可簿

3 － 廃棄

本省システムに係る事項 本省システム関係業務例規通達 本省システム関係業務通達 本省システム関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 本省システム関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庁舎管理関係業務例規通達 庁舎管理関係業務通達 庁舎管理関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 庁舎管理関係綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

情報室関係業務例規通達 情報室管理関係業務通達 情報室管理関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 情報室関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令関係 旅行命令簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 出張伺及び事後報告書・旅行命令(依頼）簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令 旅行命令簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 業務命令外出簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
簿

西尾支署庶
務

　庶務関係 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 後納郵便発送関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 会計関係業務例規通達 会計関係業務通達 会計関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 会計関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 人事関係業務例規通達 人事関係業務通達 人事関係業務報告各種例規通達
各種通達
各種報告

各種例規通達
各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 人事関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書
物品増減及び現在額報告
書

物品管理換通知書綴
物品増減及び現在額報告
書

西尾支署庶
務

　庶務関係 物品異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿（年次休暇、病気・
特別休暇、介護休暇）

西尾支署庶
務

　庶務関係 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 特定個人情報の保護 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

行政文書ファイル管理簿 西尾支署庶
務

　庶務関係 特定個人情報等取扱者名簿・管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 非常勤職員採用関係業務通達 非常勤職員採用関係業務報告各種通達
各種報告

各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 非常勤職員採用関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令・代
休指定簿

西尾支署庶
務

　庶務関係 週休日の振替等命令・代休指定簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 予算関係業務通達 予算関係業務報告各種通達
各種報告

各種通達
各種報告関係

西尾支署庶
務

　庶務関係 予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作成その他の決算に関する重要な経緯歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

郵便切手等使用明細請求
書綴

西尾支署庶
務

　庶務関係 郵便切手等使用明細請求書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 支給 支給関係 西尾支署庶
務

　庶務関係 通勤手当認定綴 5年1月 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 給与関係実績報告綴 西尾支署庶
務

　庶務関係 勤務時間報告書綴 5年3月 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書の作成その他の決算に関する重要な経緯会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

西尾支署庶
務

　庶務関係 会計監査・検査関係綴 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

西尾支署庶
務

　庶務関係 行政文書ファイル（廃棄リスト） 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 西尾支署庶
務

　庶務関係 特例文書発議台帳 30 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用関係 物品供用簿（重要物品、備
品、消耗品）

西尾支署庶
務

　庶務関係 備品供用整理簿 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品管理簿（重要物品、備
品、消耗品）

西尾支署庶
務

　庶務関係 物品管理簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

西尾支署労
災

適用 適用関係書類送付書綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 西尾支署労
災

労災保険給付 照会・相談等処理票綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局医等相談関係 局医等相談綴 西尾支署労
災

労災保険給付 局医等相談綴 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書受付簿 請求書受付簿 西尾支署労
災

労災保険給付 請求書受付簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト ５号等入力結果一覧表 ５号等入力結果一覧表 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

５号等入力結果一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

保留区分入力一覧表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

全給付保留状況リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 全給付保留解除処理状況
リスト

全給付保留解除処理状況
リスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

全給付保留解除処理状況リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 保険関係の成立直後請求
チェックリスト

保険関係の成立直後請求
チェックリスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 療養なし休業請求書等
チェックリスト

療養なし休業請求書等
チェックリスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

業務処理日報 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 月計表 月計表 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

月計表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年計表 年計表 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年計表 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 支払状況リスト 支払状況リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

支払状況リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

決議前未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

決議後未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

受付状況件数リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 長期受給者リスト 長期受給者リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

長期受給者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 被災者別未処理事案リスト 被災者別未処理事案リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

被災者別未処理事案リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト

治ゆ・死亡年月日未登記リ
スト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

治ゆ・死亡年月日未登記リスト 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

適正給付管理名簿 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 厚年等未調整・厚年等年
額未登記リスト

厚年等未調整・厚年等年
額未登記リスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

厚年等未調整・厚年等年額未登記リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

内払・充当未処理リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 失権差額一時金・未支給
年金未処理リスト

失権差額一時金・未支給
年金未処理リスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

失権差額一時金・未支給年金未処理リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

支払事故未処理リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

債務者登録票未入力リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年金・一時金データ登記未
処理リスト

年金・一時金データ登記未
処理リスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年金・一時金決議書未入
力リスト

年金・一時金決議書未入
力リスト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（登録）

年金・一時金処理件数リス
ト（登録）

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（登録） 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（変更）

年金・一時金処理件数リス
ト（変更）

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（変更） 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 年金・一時金処理件数リス
ト（訂正）

年金・一時金処理件数リス
ト（訂正）

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

年金・一時金処理件数リスト（訂正） 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 受給権者金融機関変更リ
スト

受給権者金融機関変更リ
スト

西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

受給権者金融機関変更リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

指定年齢到達予定者リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 支払取消リスト 支払取消リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

支払取消リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 支払回収データリスト 支払回収データリスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

支払回収データリスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

支払事故通知リスト 1 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険短期給付リスト 決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

決議書破棄リスト 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収関係 スタンプ領収関係綴 西尾支署労
災

徴収 スタンプ領収関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 西尾支署労
災

徴収 現金払込仕訳書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係報告関係 適用関係報告綴 西尾支署労
災

適用 適用関係報告綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用関係 適用関係綴 西尾支署労
災

適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 年度更新関係 年度更新関係綴 西尾支署労
災

適用 年度更新関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 適用促進関係綴 適用促進関係綴 西尾支署労
災

適用 適用促進関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 西尾支署労
災

適用 保険料算定基礎調査関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 料率変更関係 料率変更関係綴 西尾支署労
災

適用 料率変更関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続メリット制適用事業場
名簿

継続メリット制適用事業場
名簿綴

西尾支署労
災

適用 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 事務組合関係 事務組合関係綴 西尾支署労
災

適用 事務組合関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入関係書類受付台
帳

特別加入関係書類受付台
帳

西尾支署労
災

適用 特別加入関係書類受付台帳 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 特別加入健康診断関係 特別加入健康診断関係綴 西尾支署労
災

適用 特別加入健康診断関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険料申告書関係 保険料申告関係文書 西尾支署労
災

適用 保険料申告書内訳綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働保険適用徴収業務監察労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 西尾支署労
災

労災補償関係文書 労災補償監察関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災補償会議関係 労災補償会議 西尾支署労
災

労災補償関係文書 労災補償会議関係綴 3 － 廃棄

業務監察に関する事項 労災補償業務監察及び労働保険適用徴収業務監察労災補償業務監察及び労
働保険適用徴収業務監察
関係

監察関係綴 西尾支署労
災

労災保険給付 監察関係綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 局報告書等関係 局報告書等綴 西尾支署労
災

労災保険給付 局報告書等綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 西尾支署労
災

労災保険給付 意見依頼台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 代理人選任・解任届関係 代理人選任・解任届関係
文書

西尾支署労
災

適用 代理人選任・解任届綴 3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 西尾支署労
災

労災保険給付 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 歳入歳出外現金出納簿
（主任・分任）

歳入歳出外現金出納簿
（主任・分任）

西尾支署労
災

徴収 現金出納簿（歳入歳出外現金出納官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

収入官吏現金出納簿（主
任・分任）

西尾支署労
災

徴収 現金出納簿（収入官吏） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金領収証書関係 現金領収証書 西尾支署労
災

徴収 現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 歳入歳出外現金領収証書
関係

歳入歳出外現金領収証書 西尾支署労
災

徴収 歳入歳出外現金領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 現金払込書関係、現金領
収証書関係

現金払込書、現金領収証
書

西尾支署労
災

徴収 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 スタンプ領収控関係 スタンプ領収控綴 西尾支署労
災

徴収 スタンプ領収控綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 定時（臨時）検査関係 定時（臨時）検査関係綴 西尾支署労
災

徴収 定時（臨時）検査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 各種出納計算書関係 各種出納計算書綴 西尾支署労
災

徴収 出納計算書関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 解任分任収入関係 解任分任収入関係綴 西尾支署労
災

徴収 解任分任収入関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 原符等廃棄関係 原符等廃棄関係綴 西尾支署労
災

徴収 原符等廃棄関係綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 主任収入官吏・歳入歳出
外現金出納官吏引継書関
係

主任収入官吏・歳入歳出
外現金出納官吏引継書綴

西尾支署労
災

徴収 主任収入官吏・歳入歳出外現金出納官吏引継
書綴

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 保険関係成立届関係 保険関係成立届関係文書 西尾支署労
災

適用 保険関係成立届関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係文
書

西尾支署労
災

適用 任意加入申請書類関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 名称・所在地等変更届関
係

名称・所在地等変更届関
係文書

西尾支署労
災

適用 名称・所在地等変更届綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書関係
文書

西尾支署労
災

適用 継続事業一括申請書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災補償関係業務通達 労災補償関係通達関係 労災補償関係通達 西尾支署労
災

労災補償関係文書 労災補償関係通達綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第2種特別加入保険料申
告書内訳関係

第2種特別加入保険料申
告書内訳綴

西尾支署労
災

労災保険給付 第2種特別加入保険料申告書内訳綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書関係

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書を除
く）

西尾支署労
災

労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険業務センター送
付書関係

労災保険業務センター送
付書綴

西尾支署労
災

労災保険給付 労災保険業務センター送付書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険短期給付リスト 適正給付管理カード 適正給付管理カード 西尾支署労
災

労災保険短期給付
リスト

適正給付管理カード 5 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害届受付台
帳

第三者行為災害届受付台
帳

西尾支署労
災

労災保険給付 第三者行為災害届受付台帳 7 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 第三者行為災害関係 第三者行為災害関係綴 西尾支署労
災

労災保険給付 第三者行為災害関係綴 7 － 廃棄

適用関係に係る事項 適用関係業務例規通達 適用関係例規通達関係 適用関係例規通達 西尾支署労
災

適用 適用関係例規通達綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 保険給付不支給決定請求
書関係

保険給付不支給決定請求
書綴

西尾支署労
災

労災保険給付 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 社会復帰促進等事業申請
書送達簿

社会復帰促進等事業申請
書送達簿

西尾支署労
災

労災保険給付 義肢・アフターケア等進達簿綴 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険徴収 収入官吏・歳入歳出外現
金出納官吏事務補助者命
免簿

収入官吏・歳入歳出外現
金出納官吏事務補助者命
免簿

西尾支署労
災

徴収 収入官吏・歳入歳出外現金出納官吏事務補助
者命免簿

帳簿を閉
鎖した翌度
から5年間

保存

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

西尾支署労
災

適用 労働保険番号振出簿 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年金給付決定関係 年金給付決定関係綴 西尾支署労
災

労災保険給付 （傷病・障害・遺族）補償年金関係綴 常用 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書）関係

労災保険給付等調査復命
書綴（石綿関連文書）

西尾支署労
災

労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連） 常用 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 庶務 文書 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金報告書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 勤務状況報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 庶務 勤務時間 職員休暇承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 休暇簿 庶務 勤務時間 非常勤等休暇承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 国費相談員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 臨時賃金職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 　超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 　超過勤務予定者報告書 庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・超過勤務実績報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康管理関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災関係綴 庶務 防災 防災関係 3 － 廃棄

名古屋東公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書 物品請求書 庶務 物品管理 物品請求書・払出書関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品返納・不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

庶務に関する事項 庶務 庶務関係 庶務関係事務文書 庶務 庶務 庶務関係 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

庶務 検査 会計検査・監査・受検関係 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 通勤手当関係 庶務 諸手当 通勤手当関係 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 手当関係 庶務 諸手当 各種手当関係 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏現金出納簿 庶務 経理・出納 収入官吏現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 庶務 経理・出納 収入官吏現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿 庶務 経理・出納 所属出納員現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 庶務 経理・出納 所属出納員現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿綴 5 15(2) 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

業務月報・年報（安定所
分）

庶務 業務月報 システム業務月報・年報 3 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察 行政監察関係文書 庶務 監察 内部監察関係 5 － 廃棄

総務に係る事項 総務業務例規通達 各種例規通達 各種例規通達 庶務 総務 例規綴 10 － 廃棄

総務に係る事項 総務業務通達 各種通達 各種通達 庶務 総務 総務関係 5 － 廃棄

経理に関する事項 経理業務通達 各種通達 各種通達 庶務 経理・出納 経理関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 金券等収受簿 金券等収受簿 庶務 経理・出納 金券等収受簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

短期常態二重取得チェック
リスト

短期常態二重取得チェック
リスト

雇用保険適
用

ハローワークシステ
ム

短期常態二重取得チェックリスト・日雇二重取
得チェックリスト

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査対象者一覧表 要調査対象者一覧表（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険適
用

ハローワークシステ
ム

要調査一覧（基本手当等関係、再就職手当等
関係、高年齢雇用継続給付関係、育児・介護休
業給付関係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険適
用

ハローワークシステ
ム

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

ハローワークシステ
ム

０番キー使用データ一覧表、０番キー申請・承
認一覧【適用課分】

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更等票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求(聴取）書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラ変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届（新規）光ディスク等提
出用総括票・雇用保険被
保険者転勤届光ディスク等
提出用総括票

雇用保険被保険者資格取
得届（新規）光ディスク等提
出用総括票、雇用保険被
保険者転勤届光ディスク等
提出用総括票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届・転勤届（新規）
光ディスク等提出用総括票

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 特別措置等変更票 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 特別措置等変更票（ヘッダー変更） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者照会（回答）書
[監督署]

被保険者照会（回答）書
[監督署]

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者照会（回答）書[監督署] 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者照会（回答）書
[年金事務所等]

被保険者照会（回答）書
[年金事務所等]

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者照会（回答）書[年金事務所等] 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連記式）個人別票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書光
ディスク等提出用総括票

個人番号登録届出書光
ディスク等提出用総括票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書光ディスク等提出総括票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 船員被保険者台帳・得喪
記録作成

船員被保険者台帳・得喪
記録作成

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー挿入票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険被保険者離職証
明書綴

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書被保険者期間
等証明書を含む【雇用保険被保険者離職票の
補正について（回答）】

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金所定証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金所定証明書

雇用保険適
用

雇用保険証明 雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時
賃金証明書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金所定証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金所定証明書

雇用保険適
用

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金所定証明書

雇用保険六十歳到達時賃
金所定証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明
書、雇用保険被保険者定
年時賃金証明書を含む）

雇用保険適
用

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢者雇用継続給付追
給入力票

高年齢者雇用継続給付追
給入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰延長事由等記録
変更票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰延長事由消滅等
記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 育児休業給付追給入力票 雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険適
用

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 労働保険適用徴収関係書類送付書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務処理委託解
除届

労働保険事務処理委託解
除届

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 労働保険事務処理委託解除届 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請に係る
通知

継続事業一括申請に係る
通知文書

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険適
用

雇用保険適用事業 保険関係成立関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書

名称・所在地等変更届関
係文書

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書

雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係文書

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 雇用保険印紙購入通帳交付・更新申請書関係
文書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申請書 特定日以
後3年（事
業所廃止）

－ 廃棄

雇用保険適用に関する事
項

雇用保険適用業務通達 各種通達 各種通達 雇用保険適
用

文書 雇用保険関係通達 5 － 廃棄

雇用保険適用に関する事
項

雇用保険適用業務起案 各種起案文書 各種起案 雇用保険適
用

文書 雇用保険適用関係起案綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険給
付

支給 残日数・前回支給期間末日等変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転証明書 移転証明書 雇用保険給
付

支給 移転証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更票 就職年月日等変更票 雇用保険給
付

支給 就職記録等変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険給
付

支給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険給
付

支給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳作成票 支給台帳作成票 雇用保険給
付

支給 支給台帳作成票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給記録変更票 不正受給記録変更票 雇用保険給
付

支給 不正受給記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 雇用保険給
付

支給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還記録変更票 回収・返還記録変更票 雇用保険給
付

支給 回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険給
付

支給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険給
付

支給 ０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

雇用保険給
付

支給 失業認定申告書（一般・高齢・特例） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険給
付

支給 未支給失業給付請求書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険給
付

支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険給
付

支給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険給
付

支給 雇用保険被保険者離職票-１・雇用保険離職票
-２

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険給
付

支給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険給
付

支給 支給台帳基本項目変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険給
付

支給 追給入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険給
付

支給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 給付制限記録変更票 給付制限記録変更票 雇用保険給
付

支給 給付制限記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 採用証明書 採用証明書 雇用保険給
付

支給 採用証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請 受給期間延長申請書 雇用保険給
付

支給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力
票

教育訓練給付金追給入力
票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長申請書 20 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 調査依頼関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 年間計画・定例報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 要調査以外関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 正当処分関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 処分対象外関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 自己就職調査関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 他所受給者関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

不正受給関係 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号エラー処理簿 個人番号エラー処理簿 雇用保険給
付

文書 個人番号エラー処理簿 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
一

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類（職一） 5 － 廃棄

一般職業紹介に係る事項 一般職業紹介業務通達 各種通達 各種通達 職業相談第
二

文書 職業紹介関係通達綴（職二） 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

文書 職業相談関係起案綴（職二） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介業務復命書 各種復命書 各種復命書 職業相談第
二

文書 復命書綴(職二) 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

文書 高年齢就労総合支援事業 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

文書 就職氷河期世代支援 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感
染症対応トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感

職業相談第
二

トライアル雇用 トライアル報告状況 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

訓練 公共職業訓練終了後手当に係るケース会議 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

訓練 公共職業訓練終了連絡指示連絡 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

訓練 公共職業訓練中途退校関係 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

文書 職業紹介関係書類（職二） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援法 各種文書 職業相談第
二

訓練 求職者支援法関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

訓練 公共職業訓練関係 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

訓練 訓練希望者等キャリコン実施報告書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

訓練 職業訓練受講指示推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 訓練アンケート綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 訓練給付金事前審査通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

職業相談第
二

求職者支援 支援訓練移管関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 特定求職者氏名等変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 辞退者報告書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 訓練受講給付金支給決定通知書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 求職者支援訓練受講申込送付文訓練施設宛 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 求職者支援訓練受講申込書事前審査書等綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

職業相談第
二

求職者支援 就職支援措置指示取消 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援資金融資 求職者支援資金融資関係
書類（求職者支援制度業
務取扱要領様式：融資様
式1,2,4～8）

職業相談第
二

求職者支援 求職者支援訓練融資確認書等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 不支給決定通知書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 就職状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 給付金支給申請書不支給 3 － 廃棄

障害者職業紹介に係る事
項

障害者職業紹介業務通達 各種通達 各種通達 専門援助 文書 障害者関係通達綴 5 － 廃棄

特定離職者等雇用対策に
係る事項

特定離職者等雇用対策業務
通達

各種通達 各種通達 専門援助 文書 生活保護受給者等関係通達綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

特定離職者等雇用対策に
係る事項

特定離職者等雇用対策業務
通達

各種通達 各種通達 専門援助 文書 外国人等就労支援関係通達綴 5 － 廃棄

特定離職者等雇用対策に
係る事項

特定離職者等雇用対策業務
通達

各種通達 各種通達 専門援助 文書 刑務所出所者等就労支援事業関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

専門援助 障害者雇用対策 職業訓練関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書 障害者求職申込書 専門援助 一般職業紹介 障害者求職登録票移管 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者求職登録台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助 障害者雇用対策 障害者関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務

刑務所出所者等就労支援
事業関係文書

専門援助 特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業関係文書

専門援助 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労支援事業関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 専門援助 特定離職者等雇用
対策

外国人関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感
染症対応トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感

専門援助 文書 刑務所トライアル雇用実施連絡票 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録状況変更一覧
表

専門援助 総合的雇用情報シ
ステム事務処理要
領

障害者登録状況変更一覧表 10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

求人 文書 求人関係起案綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人業務復命書 各種復命書 各種復命書 求人 文書 求人関係復命書綴 3 － 廃棄

若年者雇用に係る事項 若年者雇用対策業務通達 各種通達 各種通達 求人 文書 若年者関係通達綴 5 － 廃棄

一般職業紹介に係る事項 一般職業紹介業務通達 各種通達 各種通達 求人 文書 職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

外国人雇用対策に係る事
項

外国人雇用対策業務通達 各種通達 各種通達 求人 文書 外国人雇用管理関係通達綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業安定法に基づく求人
不受理

職業安定法に基づく求人
不受理関係文書

求人 一般職業紹介 求人不受理関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 企業支援 一般職業紹介 企業支援関係 3 － 廃棄

企業支援に係る事項 企業支援業務通達 各種通達 各種通達 企業支援 文書 通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援業務復命書 各種復命書 復命書綴 企業支援 文書 復命書綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 企業支援 文書 企業支援関係起案綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画認定関係 再就職援助計画認定関係
文書

企業支援 一般職業紹介 再就職援助計画関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係文書 企業支援 高齢者雇用対策 多数離職届・大量離職届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

企業支援 地域改善対策 公正採用選考関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策業務 障害者雇用対策業務関係
文書

企業支援 障害者雇用対策 障害者関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 求職申込書 愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 求職申込書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 採否通知書 愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職申込書 専門援助第
四

一般職業紹介 求職申込書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書綴 専門援助第
四

一般職業紹介 採否通知書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 新規学卒者初任給情報綴 企業支援部
門

産業雇用情報 新規学卒者初任給情報綴 1 － 廃棄

名古屋中公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 ハローワークシステム関係 庶務 庶務 ハローワークシステム関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付再取得記録
変更票

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付再取得記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票綴

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由等記
録変更票綴

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付回収・返還記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付回収・返還
入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付回収・返還入力票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付回収・返還
記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付回収・返還記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付回収・返還
等入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付回収・返還等入力票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付回収・返還
等記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付回収・返還等記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 払渡希望金融機関指定・
変更届綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 払渡希望金融機関指定・変更届綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 個人番号登録・変更届出
書綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 個人番号登録・変更届出書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付不正処分等
記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付不正処分等記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付不正処分等
記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付不正処分等記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付不正
処分等記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付不正処分等記録変更票
綴

1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 適用事業所関係再交付申
請書

雇用保険適
用

雇用保険適用 適用事業所関係再交付申請書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 個人番号登録・変更届出
書

雇用保険適
用

得喪 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 回収・返還入力票綴 雇用保険給
付

給付 回収・返還入力票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 受給資格者氏名・住所変
更届綴

雇用保険給
付

給付 受給資格者氏名・住所変更届綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 教育訓練給付支給要件照
会票綴

雇用保険給
付

給付 教育訓練給付支給要件照会票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 訓練関係記録変更票綴 雇用保険給
付

給付 訓練関係記録変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書 職業相談第
一

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職申込書（新規分） 職業相談第
一

一般職業紹介 求職申込書（新規分） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書 職業相談第
二

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 就職支援関係書類 専門援助第
一

求職者支援 就職支援関係書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否結果通知票 専門援助第
一

一般職業紹介 採否結果通知票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職申込書(新規分) 専門援助第
一

一般職業紹介 求職申込書(新規分) 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書綴 専門援助第
二

一般職業紹介 採否通知書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職票 専門援助第
二

一般職業紹介 求職票 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係帳票

専門援助第
二

特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労自立促進事業関係帳
票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 ミニ面接会関係綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 ミニ面接会関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 チーム支援対象者名簿 専門援助第
三

障害者雇用対策 チーム支援対象者名簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 能力判断関係 専門援助第
三

障害者雇用対策 能力判断関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 職業訓練関係(訓練校事務
連絡）

専門援助第
三

障害者雇用対策 職業訓練関係(訓練校事務連絡） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 職業訓練入校願書関係（1
年以上訓練）

専門援助第
三

障害者雇用対策 職業訓練入校願書関係（1年以上訓練） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 職業訓練ケース会議・受講
指示・受講推薦関係

専門援助第
三

障害者雇用対策 職業訓練ケース会議・受講指示・受講推薦関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

日雇対策 日雇対策 日雇労働職業紹介状況綴 労働 紹介 日雇労働職業紹介状況綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 高卒内定状況・採用意向
等調査

学卒 若年者雇用 高卒内定状況・採用意向等調査 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 採否通知書 愛知学生職
業センター
（愛知新卒応
援HW）

若年者雇用 採否通知書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求人内容に関する受付・苦
情関係綴

あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 求人内容に関する受付・苦情関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職票綴 あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 求職票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書綴 あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 採否通知書綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 わかものハローワーク等業
務関係書類

愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 わかものハローワーク等業務関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 わかものハローワーク等業
務報告

愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 わかものハローワーク等業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 各種セミナー等実施関係
書類

愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 各種セミナー等実施関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 就職面接会実施関係書類 愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 就職面接会実施関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 機密情報利用管理簿【専
門援助第四部門】

専門援助第
四

一般職業紹介 機密情報利用管理簿【専門援助第四部門】 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 各種報告綴 専門援助第
四

一般職業紹介 各種報告綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係綴 専門援助第
四

一般職業紹介 一般職業紹介関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 産業雇用情報業務綴 企業支援部
門

産業雇用情報 産業雇用情報業務綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 雇用対策推進協議会関係
綴

企業支援部
門

産業雇用情報 雇用対策推進協議会関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 ホームページ掲載情報承
認申請書綴

企業支援部
門

産業雇用情報 ホームページ掲載情報承認申請書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 ホームページ掲載記事綴 企業支援部
門

産業雇用情報 ホームページ掲載記事綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 業務報告綴 企業支援部
門

産業雇用情報 業務報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 機密情報利用管理簿【企
業支援部門】

企業支援部
門

企業支援部門 機密情報利用管理簿【企業支援部門】 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 トライアル雇用実施計画書
等

企業支援部
門

企業支援部門 トライアル雇用実施計画書等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 トライアル雇用実施状況報
告書

企業支援部
門

企業支援部門 トライアル雇用実施状況報告書 3 － 廃棄

13, 15 職員の人事に関する事項，
予算及び決算に関する事項

庶務 庶務 庶務関係綴 庶務 庶務 庶務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 庁舎施錠鍵貸与・貸出記
録簿

庶務 庶務 庁舎施錠鍵貸与・貸出記録簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 会議室利用実績簿 庶務 庶務 会議室利用実績簿 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 外部電磁的記録媒体貸出
簿

庶務 庶務 外部電磁的記録媒体貸出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 職員研修関係綴 庶務 庶務 職員研修関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 ハローワークシステムファ
イル転送機能利用管理簿

庶務 庶務 ハローワークシステムファイル転送機能利用管
理簿

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 特定個人情報に係る管理
簿

庶務 庶務 特定個人情報に係る管理簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 給与 給与等（修正）報告書綴 庶務 給与 給与等（修正）報告書綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 給与 給与関係綴 庶務 給与 給与関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 文書 事務連絡・号外関係綴 庶務 文書 事務連絡・号外関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 文書 事務分掌綴 庶務 文書 事務分掌綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 自主点検簿綴 庶務 勤務時間 自主点検簿綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 マンスリー休暇関係綴 庶務 勤務時間 マンスリー休暇関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 服務 海外渡航承認綴 庶務 服務 海外渡航承認綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付受給資格確
認歴変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付延長
記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付延長記録変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付金支給申請
書綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付金支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業基本給付金支給
申請書綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業基本給付金支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 ６０歳到達時賃金日額変
更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 ６０歳到達時賃金日額変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付受給資格確
認歴変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付金支給記録
変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付金支給記録変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付支給関係項
目変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付支給関係項目変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付金支給等記
録変更票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付金支給等記録変更票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付追給
記録取消票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付追給記録取消票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付追給記録取
消票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付追給記録取消票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付追給記録取
消票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付追給記録取消票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付不正
処分等入力綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付不正処分等入力綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 振込不能一覧表綴 雇用保険適
用

雇用継続給付 振込不能一覧表綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 未支給失業等給付請求書
綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 未支給失業等給付請求書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 要調査対象者整理簿 雇用保険適
用

雇用継続給付 要調査対象者整理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付支給
申請書綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給申請書綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）
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当事項・業
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11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付不正処分等
入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付不正処分等入力票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付不正処分等
入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付不正処分等入力票綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険事業所非該当申
請書綴

雇用保険適
用

雇用保険適用 雇用保険事業所非該当申請書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険適用事業所廃止
届綴

雇用保険適
用

雇用保険適用 雇用保険適用事業所廃止届綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票綴

雇用保険適
用

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項変更票綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 事業所非該当承認につい
て（局通知）

雇用保険適
用

雇用保険適用 事業所非該当承認について（局通知） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 各種起案綴 雇用保険適
用

雇用保険適用 各種起案綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 適用関係綴 雇用保険適
用

雇用保険適用 適用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険料算定基礎調査
連絡票

雇用保険適
用

雇用保険適用 労働保険料算定基礎調査連絡票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 商業法人等登記簿謄本交
付申請書

雇用保険適
用

雇用保険適用 商業法人等登記簿謄本交付申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 住民票等交付申請書 雇用保険適
用

雇用保険適用 住民票等交付申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険適
用

事務組合 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 事務組合関係綴 雇用保険適
用

事務組合 事務組合関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 被保険者台帳トレーラー変
更票等綴

雇用保険適
用

得喪 被保険者台帳トレーラー変更票等綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 ケース会議関係 雇用保険適
用

得喪 ケース会議関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 4条・13条・20条不該当 雇用保険給
付

給付 4条・13条・20条不該当 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 様式1　離職票補正処理簿 雇用保険給
付

給付 様式1離職票補正処理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 失業認定申告書綴　高年
齢受給資格失業認定申告
書綴 特例受給資格者失業
認定申告書綴

雇用保険給
付

給付 失業認定申告書綴高年齢受給資格失業認定
申告書綴特例受給資格者失業認定申告書綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 支給台帳基本項目変更等
票綴

雇用保険給
付

給付 支給台帳基本項目変更等票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 支給台帳基本項目変更等
票綴

雇用保険給
付

給付 支給台帳基本項目変更等票綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 雇用保険被保険者離職
票ー１雇用保険被保険者
離職票ー２

雇用保険給
付

給付 雇用保険被保険者離職票ー１雇用保険被保険
者離職票ー２

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 日報・入力帳票等照合表
綴

雇用保険給
付

給付 日報・入力帳票等照合表綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 教育訓練支援給付金受講
証明書綴

雇用保険給
付

給付 教育訓練支援給付金受講証明書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 就業促進定着手当支給申
請書綴

雇用保険給
付

給付 就業促進定着手当支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 未支給失業等給付請求書
綴

雇用保険給
付

給付 未支給失業等給付請求書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 常用就職支度手当支給申
請書綴

雇用保険給
付

給付 常用就職支度手当支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 傷病手当支給申請書綴 雇用保険給
付

給付 傷病手当支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 就業手当支給申請書 雇用保険給
付

給付 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 再就職手当支給申請書綴 雇用保険給
付

給付 再就職手当支給申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 教育訓練給付金支給申請
書綴

雇用保険給
付

給付 教育訓練給付金支給申請書綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 公共職業訓練等受講証明
書綴

雇用保険給
付

給付 公共職業訓練等受講証明書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 公共職業訓練等受講・通
所届綴

雇用保険給
付

給付 公共職業訓練等受講・通所届綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 移転費支給申請書(移転証
明書含む)

雇用保険給
付

給付 移転費支給申請書(移転証明書含む) 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 求職活動支援費(広域求職
活動費)支給申請書(広域
求職活動面接等訪問証明
書含む)

雇用保険給
付

給付 求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書
(広域求職活動面接等訪問証明書含む)

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 求職活動支援費(短期訓練
受講費)支給申請書

雇用保険給
付

給付 求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 求職活動支援費(求職活動
関係役務利用費)支給申請
書

雇用保険給
付

給付 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支
給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 不正受給処分綴 雇用保険給
付

給付調査 不正受給処分綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 正当受給綴 雇用保険給
付

給付調査 正当受給綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 各種証明綴 職業相談第
一

一般職業紹介 各種証明綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求人内容に関する申し出
受付・連絡票

職業相談第
一

一般職業紹介 求人内容に関する申し出受付・連絡票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書 職業相談第
一

一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 個別延長給付審査会議 職業相談第
一

一般職業紹介 個別延長給付審査会議 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 個別延長給付非該当綴 職業相談第
一

一般職業紹介 個別延長給付非該当綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 機密情報利用管理簿【職
業相談第一部門】

職業相談第
一

一般職業紹介 機密情報利用管理簿【職業相談第一部門】 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 報告関係綴 職業相談第
一

一般職業紹介 報告関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 各種セミナー関係綴 職業相談第
一

一般職業紹介 各種セミナー関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 就職支援計画書関係書類 専門援助第
一

求職者支援 就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 専門援助第
一

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 公共職業訓練関係書類綴 専門援助第
一

一般職業紹介 公共職業訓練関係書類綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 職業訓練受講指示・受講
推薦関係書類綴

専門援助第
一

一般職業紹介 職業訓練受講指示・受講推薦関係書類綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書
関係書類綴

専門援助第
一

一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書関係書類綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 機密情報利用管理簿【専
門援助第一部門】

専門援助第
一

一般職業紹介 機密情報利用管理簿【専門援助第一部門】 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 専門援助第
二

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

専門援助第
二

特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係業務報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 生活保護受給者等自立支
援事業実施報告

専門援助第
二

特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等自立支援事業実施報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者職業紹介関係綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 障害者職業紹介関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 機密情報利用管理簿【専
門援助第三部門】

専門援助第
三

障害者雇用対策 機密情報利用管理簿【専門援助第三部門】 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 移管関係綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 移管関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者面接会関係綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 障害者面接会関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者求職登録票綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 障害者求職登録票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 採否結果通知 専門援助第
三

障害者雇用対策 採否結果通知 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 求人 公正採用選考関係業務書
類綴

求人 求人 公正採用選考関係業務書類綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 求人 新規学校卒業者の採用内
定取消等関係綴

求人 求人 新規学校卒業者の採用内定取消等関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 福祉・教育・医療から雇用
への移行推進事業綴

学卒 若年者雇用 福祉・教育・医療から雇用への移行推進事業綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事
業届出書綴（事業報告書）

学卒 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事業届出書綴（事業報
告書）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 事業所指導関係（求人取
消・募集人員削減）

学卒 若年者雇用 事業所指導関係（求人取消・募集人員削減） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 事業所指導関係（公正採
用・不適切事例）

学卒 若年者雇用 事業所指導関係（公正採用・不適切事例） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 事業所指導関係綴（内定
取消・入職時期繰下げ）

学卒 若年者雇用 事業所指導関係綴（内定取消・入職時期繰下
げ）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 インターンシップ関係綴 学卒 若年者雇用 インターンシップ関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 就職者名簿 学卒 若年者雇用 就職者名簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 応募書類関係綴 学卒 若年者雇用 応募書類関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 会議開催関係綴 学卒 若年者雇用 会議開催関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 会議関係綴 学卒 若年者雇用 会議関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 学卒関係綴 学卒 若年者雇用 学卒関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 学校内企業説明会綴 学卒 若年者雇用 学校内企業説明会綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 若年者雇用 若年者雇用 機密情報利用管理簿【学
卒部門】

学卒 若年者雇用 機密情報利用管理簿【学卒部門】 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 報告関係綴 学卒 若年者雇用 報告関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 求職票 学卒 若年者雇用 求職票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 障害者関係綴 学卒 若年者雇用 障害者関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 職業訓練関係綴 学卒 若年者雇用 職業訓練関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 職場適応指導関係綴 学卒 若年者雇用 職場適応指導関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 職業意識形成支援事業関
係綴

学卒 若年者雇用 職業意識形成支援事業関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 キャリア探索プログラム講
師依頼綴

学卒 若年者雇用 キャリア探索プログラム講師依頼綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 ジョブ・キャンバス関係綴 学卒 若年者雇用 ジョブ・キャンバス関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 新卒応援ハローワーク業
務報告

愛知学生職
業センター
（愛知新卒応
援HW）

若年者雇用 新卒応援ハローワーク業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 新卒応援ハローワーク業
務関係書類

愛知学生職
業センター
（愛知新卒応
援HW）

若年者雇用 新卒応援ハローワーク業務関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 各種セミナー等実施関係
書類

愛知学生職
業センター
（愛知新卒応
援HW）

若年者雇用 各種セミナー等実施関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 就職面接会実施関係書類 愛知学生職
業センター
（愛知新卒応
援HW）

若年者雇用 就職面接会実施関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 業務月報・年報（安定所
分）綴

あいちマザー
ズハローワー
ク

業務月報 業務月報・年報（安定所分）綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 システム業務月報・年報
（イ）様式１．４．５．６．７綴

あいちマザー
ズハローワー
ク

業務月報 システム業務月報・年報（イ）様式１．４．５．６．
７綴

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 職業訓練受講推薦関係綴 あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 職業訓練受講推薦関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書 あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書 3 － 廃棄
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11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 機密情報利用管理簿【あ
いちマザーズハローワー
ク】

あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 機密情報利用管理簿【あいちマザーズハロー
ワーク】

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 マザーズハローワーク関係
綴

あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 マザーズハローワーク関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 マザーズハローワーク事業
実施状況報告

あいちマザー
ズハローワー
ク

報告書 マザーズハローワーク事業実施状況報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 セミナー関係開催状況綴 あいちマザー
ズハローワー
ク

報告書 セミナー関係開催状況綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 障害者職業生活相談員選
任報告書

雇用管理 雇用指導 障害者職業生活相談員選任報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 業務報告関係 雇用管理 雇用指導 業務報告関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 高年齢者雇用状況報告書 雇用管理 雇用指導 高年齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 障害者雇用状況報告書 雇用管理 雇用指導 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 特定身体障害者雇用状況
報告書

雇用管理 雇用指導 特定身体障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 障害者解雇届 雇用管理 雇用指導 障害者解雇届 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 雇用管理 雇用管理 復命書 雇用管理 雇用指導 復命書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 雇用管理 雇用管理 機密情報利用管理簿【雇
用管理部門】

雇用管理 雇用指導 機密情報利用管理簿【雇用管理部門】 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 起案 雇用管理 雇用指導 起案 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 高年齢者雇用確保措置指
導等

雇用管理 雇用指導 高年齢者雇用確保措置指導等 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 外国人関連書類 名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 外国人関連書類 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 外国人雇用対策 外国人雇用対策 定例業務報告(留学生以外
分)

名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 定例業務報告(留学生以外分) 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係綴

名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 日伯センター綴 名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 日伯センター綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 外国人雇用管理アドバイ
ザー活動状況報告

名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 外国人雇用管理アドバイザー活動状況報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 翻訳依頼文書 名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 翻訳依頼文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 外国人関連書類 名古屋外国
人雇用サービ
スセンター

外国人雇用対策 外国人関連書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 長期失業者等支援事業関
係書類

専門援助第
二

緊急雇用対策 長期失業者等支援事業関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 助成金支給関係書類 愛知学生職
業センター
（愛知わかも
のHW）

若年者雇用 助成金支給関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金登録送付票

専門援助第
四

特別援助 特定求職者雇用開発助成金登録送付票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 就職相談会・面接会開催
起案関係

専門援助第
四

一般職業紹介 就職相談会・面接会開催起案関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 大量雇用変動関係書類綴 企業支援部
門

産業雇用情報 大量雇用変動関係書類綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 外国人事業所訪問指導関
係書類

企業支援部
門

企業支援部門 外国人事業所訪問指導関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 雇用調整助成金関係書類 企業支援部
門

企業支援部門 雇用調整助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援 企業支援 特定求職者雇用開発助成
金関係書類

企業支援部
門

企業支援部門 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 旅行命令簿 庶務 出張・官用車使用 旅行命令簿 5 － 廃棄
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13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 業務命令外出簿 庶務 出張・官用車使用 業務命令外出簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 出張予定書 庶務 出張・官用車使用 出張予定書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 出張・官用車 旅費関係綴 庶務 出張・官用車使用 旅費関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 相談員等旅行命令簿 庶務 出張・官用車使用 相談員等旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 講師等旅行命令簿 庶務 出張・官用車使用 講師等旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 相談員等出張予定書 庶務 出張・官用車使用 相談員等出張予定書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 官用車使用書 庶務 出張・官用車使用 官用車使用書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 官用車綴 庶務 出張・官用車使用 官用車綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 厚生労働省共済組合関係
綴

庶務 庶務 厚生労働省共済組合関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 特殊郵便取扱収受簿 庶務 庶務 特殊郵便取扱収受簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 金券等処理簿 庶務 庶務 金券等処理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 官用車運転者指名届 庶務 庶務 官用車運転者指名届 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 職員の病気療養等報告綴 庶務 庶務 職員の病気療養等報告綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 育児休業関係綴【育児短
時間勤務含む】

庶務 庶務 育児休業関係綴【育児短時間勤務含む】 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 緊急時登庁先及び登庁に
係る時間報告書

庶務 庶務 緊急時登庁先及び登庁に係る時間報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 会計事故防止所内けん制
体制

庶務 庶務 会計事故防止所内けん制体制 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 職員辞令綴 庶務 庶務 職員辞令綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 非常勤職員辞令綴 庶務 庶務 非常勤職員辞令綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 組織図 庶務 庶務 組織図 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 庶務 公務・通勤災害発生報告
書綴

庶務 庶務 公務・通勤災害発生報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品修繕綴 庶務 物品管理 物品修繕綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品報告書綴 庶務 物品管理 物品報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 【備品】物品管理換（出）・
返納書綴

庶務 物品管理 【備品】物品管理換（出）・返納書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 【備品・一般】物品管理換
（受）・請求書綴

庶務 物品管理 【備品・一般】物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 【備品・雇用】物品管理換
（受）・請求書綴

庶務 物品管理 【備品・雇用】物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 【備品・徴収】物品管理換
（受）・請求書綴

庶務 物品管理 【備品・徴収】物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 （消耗品・雇用）物品管理
換（受）・請求書綴

庶務 物品管理 （消耗品・雇用）物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 （消耗品・徴収) 物品管理
換（受）・請求書綴

庶務 物品管理 （消耗品・徴収)物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 重要物品　管理換（受）・請
求書綴

庶務 物品管理 重要物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 （消耗品・一般) 物品管理
換（受）・請求書綴

庶務 物品管理 （消耗品・一般)物品管理換（受）・請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 重要物品　管理換（出）・返
納書綴

庶務 物品管理 重要物品管理換（出）・返納書綴 5 － 廃棄
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15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品不用決定関係綴 庶務 物品管理 物品不用決定関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 経理・出納 会計事務取扱者等命免簿 庶務 経理・出納 会計事務取扱者等命免簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 予算執行要求関係綴 庶務 経理・出納 予算執行要求関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 現金出納簿(資金前渡官吏
用)

庶務 経理・出納 現金出納簿(資金前渡官吏用) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 現金領収証書原符綴 庶務 経理・出納 現金領収証書原符綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 現金領収証書受払簿 庶務 経理・出納 現金領収証書受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 国庫金振替送金通知書綴 庶務 経理・出納 国庫金振替送金通知書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 失業等給付費支払証明書
/回収内訳書綴

庶務 経理・出納 失業等給付費支払証明書/回収内訳書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 失業等給付金支払決議書
綴（失業等給付金支払内
訳書綴）

庶務 経理・出納 失業等給付金支払決議書綴（失業等給付金支
払内訳書綴）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 現金出納簿(収入官吏用) 庶務 経理・出納 現金出納簿(収入官吏用) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 収入官吏領収証書受払簿 庶務 経理・出納 収入官吏領収証書受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 小切手（国庫金振替書）受
払整理簿

庶務 経理・出納 小切手（国庫金振替書）受払整理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 小切手及び国庫金振替書
原符簿

庶務 経理・出納 小切手及び国庫金振替書原符簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 現金管理簿内訳表綴 庶務 経理・出納 現金管理簿内訳表綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金科目整理簿 庶務 経理・出納 前渡資金科目整理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金送金請求書綴 庶務 経理・出納 前渡資金送金請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 預託金払出決議書綴 庶務 経理・出納 預託金払出決議書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金交付要求書綴 庶務 経理・出納 前渡資金交付要求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金受払書(特別)(一
般)綴

庶務 経理・出納 前渡資金受払書(特別)(一般)綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 預託金月計突合表綴 庶務 経理・出納 預託金月計突合表綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 旅費精算請求書綴 庶務 経理・出納 旅費精算請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 支給見込額報告書綴 庶務 経理・出納 支給見込額報告書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金返納関係綴 庶務 経理・出納 前渡資金返納関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 （政）支給決定通知書綴 庶務 経理・出納 （政）支給決定通知書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 契約関係綴 庶務 経理・出納 契約関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 公共職業安定所庁舎整備
計画書

庶務 経理・出納 公共職業安定所庁舎整備計画書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 立替払請求関係綴 庶務 経理・出納 立替払請求関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 講師謝金関係綴 庶務 経理・出納 講師謝金関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 事業執行計画表 庶務 経理・出納 事業執行計画表 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 支払決議書 庶務 経理・出納 支払決議書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 預託金領収書綴 庶務 経理・出納 預託金領収書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 庶務 経理・出納 ガソリン綴 庶務 経理・出納 ガソリン綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 経理・出納 委員等旅費請求書綴 庶務 経理・出納 委員等旅費請求書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 講師等旅費請求書綴 庶務 経理・出納 講師等旅費請求書綴 5 － 廃棄

13, 15 職員の人事に関する事項，
予算及び決算に関する事項

庶務 経理・出納 経理関係綴 庶務 経理・出納 経理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 国有財産（庁舎保全・庁舎
整備）関係綴

庶務 経理・出納 国有財産（庁舎保全・庁舎整備）関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 給与 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 給与 給与支払明細書 庶務 給与 給与支払明細書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 自力執行請求伺 庶務 債権管理 自力執行請求伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の消滅通知 庶務 債権管理 債権の消滅通知 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の発生通知伺 庶務 債権管理 債権の発生通知伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権関係綴 庶務 債権管理 債権関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 督促請求伺 庶務 債権管理 督促請求伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権管理一覧表 庶務 債権管理 債権管理一覧表 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の変更通知伺 庶務 債権管理 債権の変更通知伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の督促済通知 庶務 債権管理 債権の督促済通知 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の不能欠損処分済通
知

庶務 債権管理 債権の不能欠損処分済通知 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 債権の消滅通知伺(欠損) 庶務 債権管理 債権の消滅通知伺(欠損) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 滞納処分の執行停止済通
知書

庶務 債権管理 滞納処分の執行停止済通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 滞納処分執行停止請求伺 庶務 債権管理 滞納処分執行停止請求伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 債権管理 滞納処分(差押)済通知書 庶務 債権管理 滞納処分(差押)済通知書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

庶務 文書 郵便料金計器計示額報告
書簿

庶務 文書 郵便料金計器計示額報告書簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 文書 通達関係綴 庶務 文書 通達関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 文書 行政文書廃棄関係綴 庶務 文書 行政文書廃棄関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

庶務 文書 郵便発送簿 庶務 文書 郵便発送簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇） 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 勤務時間報告書綴 庶務 勤務時間 勤務時間報告書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 職専免承認簿 庶務 勤務時間 職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 超過勤務実績報告書 庶務 勤務時間 超過勤務実績報告書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 非常勤職員関係綴 庶務 勤務時間 非常勤職員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 勤務時間割振簿 庶務 勤務時間 勤務時間割振簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（病気・特別休
暇）

庶務 勤務時間 休暇承認簿（病気・特別休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 住居届綴 庶務 諸手当 住居届綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 組合員証等被扶養者要件
確認関係綴

庶務 諸手当 組合員証等被扶養者要件確認関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿
綴

庶務 諸手当 通勤届・通勤手当認定簿綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 住居変更届綴 庶務 諸手当 住居変更届綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 扶養親族届綴 庶務 諸手当 扶養親族届綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 諸手当 児童手当関係綴 庶務 諸手当 児童手当関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 0番キー使用データ一覧表
綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 0番キー使用データ一覧表綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付受給資格確
認票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付受給資格確認票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付追給
入力票綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付追給入力票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票綴（再就職給
付金に係る場合）

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票綴（再就
職給付金に係る場合）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 育児休業給付追給入力票
綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 育児休業給付追給入力票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 介護休業給付追給入力票
綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 介護休業給付追給入力票綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 ０番キー使用簿 雇用保険適
用

雇用継続給付 ０番キー使用簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

雇用保険適用 雇用保険適用 個人番号廃棄・削除記録
簿

雇用保険適
用

雇用継続給付 個人番号廃棄・削除記録簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追給入力票綴（高年齢雇
用継続給付）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追給入力票綴（高年
齢雇用継続給付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 金融機関変更届連絡書に
よる払渡希望金融機関指
定・変更届綴

雇用保険適
用

雇用継続給付 金融機関変更届連絡書による払渡希望金融機
関指定・変更届綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追給入力票綴（育児休業
給付）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追給入力票綴（育児
休業給付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追給入力票綴（介護休業
給付）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追給入力票綴（介護
休業給付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
育児休業給付追給入力件
数票（回答票）綴（過去5間
に支給された分）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る育児休業給付追給入
力件数票（回答票）綴（過去5間に支給された
分）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 【雇用継続給付関係】雇用
保険被保険者離職票・期
間等証明の確認について

雇用保険適
用

雇用継続給付 【雇用継続給付関係】雇用保険被保険者離職
票・期間等証明の確認について

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追加給付における未支給
給付者一覧

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追加給付における未
支給給付者一覧

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追加給付（遺族あて給付）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追加給付（遺族あて
給付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 毎月勤労統計調査に係る
追給入力件数票（回答票）
綴（未支給給付請求書）

雇用保険適
用

雇用継続給付 毎月勤労統計調査に係る追給入力件数票（回
答票）綴（未支給給付請求書）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢者雇用継続給付延
長申請書

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢者雇用継続給付延長申請書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険関係成立届・変
更届・保険料申告書綴

雇用保険適
用

雇用保険適用 労働保険関係成立届・変更届・保険料申告書
綴

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険適用促進関係綴 雇用保険適
用

雇用保険適用 労働保険適用促進関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険電子申請関係綴 雇用保険適
用

雇用保険適用 労働保険電子申請関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 事業の種類変更申出書・
雇用保険率変更願綴

雇用保険適
用

雇用保険適用 事業の種類変更申出書・雇用保険率変更願綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 管外移管台帳 雇用保険適
用

雇用保険適用 管外移管台帳 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 事業所関係各種変更通知 雇用保険適
用

雇用保険適用 事業所関係各種変更通知 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険未手続事業所台
帳

雇用保険適
用

雇用保険適用 雇用保険未手続事業所台帳 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 保険関係成立届関係文書
綴

雇用保険適
用

事務組合 保険関係成立届関係文書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書綴

雇用保険適
用

事務組合 名称・所在地等変更届関係文書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険事務等処理委託
解除届関係文書綴

雇用保険適
用

事務組合 労働保険事務等処理委託解除届関係文書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 継続事業一括申請書関係
文書綴

雇用保険適
用

事務組合 継続事業一括申請書関係文書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 局・他所署からの回送分 雇用保険適
用

事務組合 局・他所署からの回送分 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険適用関係訂正・
取消願（事務組合）

雇用保険適
用

事務組合 労働保険適用関係訂正・取消願（事務組合） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者資格取
得届綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者資格取得届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者資格喪
失届綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者資格喪失届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職証
明書綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職証明書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者期間等
証明書

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者期間等証明書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者転勤届
綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者転勤届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者取得日
訂正

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者取得日訂正 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職証
明書に係る訂正願

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職証明書に係る訂正願 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職証
明書取消願

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職証明書取消願 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者資格取
得喪失届等取消願綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者資格取得喪失届等取消願
綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者関係そ
の他各種届綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者関係その他各種届綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職票
交付申請書（再交付）

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職票交付申請書（再交
付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職票
交付申請書（初回交付）

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職票交付申請書（初回交
付）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 確認請求却下関係 雇用保険適
用

得喪 確認請求却下関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書綴

雇用保険適
用

得喪 兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件
証明書綴

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 光ディスク等提出用総括票
綴

雇用保険適
用

得喪 光ディスク等提出用総括票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者資格取
得届確認照会票綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者資格取得届確認照会票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険適用事業所情報
提供請求書綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険適用事業所情報提供請求書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者離職票
補正回答綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者離職票補正回答綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 電子申請関係 雇用保険適
用

得喪 電子申請関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 廃棄・削除記録簿 雇用保険適
用

得喪 廃棄・削除記録簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 機密情報利用管理簿 雇用保険適
用

得喪 機密情報利用管理簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 ０キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

得喪 ０キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者資格取
得遡及確認報告書

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者資格取得遡及確認報告書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 確認書類の照合省略に係
る認定について

雇用保険適
用

得喪 確認書類の照合省略に係る認定について 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険事務手続照合省
略事業所事務担当者研修
会

雇用保険適
用

得喪 雇用保険事務手続照合省略事業所事務担当
者研修会

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 サンプリング調査関係 雇用保険適
用

得喪 サンプリング調査関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 業間研修 雇用保険適
用

得喪 業間研修 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 統一様式関係 雇用保険適
用

得喪 統一様式関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 各種起案関係 雇用保険適
用

得喪 各種起案関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 同居の親族雇用実態証明
書綴

雇用保険適
用

得喪 同居の親族雇用実態証明書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 在宅勤務雇用実態証明書
綴

雇用保険適
用

得喪 在宅勤務雇用実態証明書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用継続交流採用終了届 雇用保険適
用

得喪 雇用継続交流採用終了届 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 求職者支援訓練関係 雇用保険適
用

得喪 求職者支援訓練関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 追給入力票綴 雇用保険給
付

給付 追給入力票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 国家公務員等退職票 雇用保険給
付

給付 国家公務員等退職票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 勤労統計調査　追加給付
（過去分）

雇用保険給
付

給付 勤労統計調査追加給付（過去分） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 受給期間延長申請書綴 雇用保険給
付

給付 受給期間延長申請書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 残日数・前回支給期間末
日等変更票綴

雇用保険給
付

給付 残日数・前回支給期間末日等変更票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 勤労統計調査　追加給付
（国家公務員退職手当）

雇用保険給
付

給付 勤労統計調査追加給付（国家公務員退職手
当）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 勤労統計調査　追加給付
（教育訓練給付手当）

雇用保険給
付

給付 勤労統計調査追加給付（教育訓練給付手当） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 勤労統計調査　追加給付
（就職促進手当）

雇用保険給
付

給付 勤労統計調査追加給付（就職促進手当） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 勤労統計調査　追加給付
（基本手当）

雇用保険給
付

給付 勤労統計調査追加給付（基本手当） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 給付関係０キー使用一覧
表綴【基本手当】

雇用保険給
付

給付 給付関係０キー使用一覧表綴【基本手当】 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 給付関係０キー使用一覧
表綴【教育訓練給付】

雇用保険給
付

給付 給付関係０キー使用一覧表綴【教育訓練給付】 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 延長給付等入力票綴　個
別延長給付

雇用保険給
付

給付 延長給付等入力票綴個別延長給付 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 特開金雇入登録関係送付
票

職業相談第
一

雇用安定事業 特開金雇入登録関係送付票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 起案綴 職業相談第
一

一般職業紹介 起案綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金対象求職票綴

職業相談第
二

雇用安定事業 特定求職者雇用開発助成金対象求職票綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 職業相談第
二

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係書類綴

専門援助第
一

一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係書
類綴

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者職場定着支援奨励
金関係綴

専門援助第
三

障害者雇用対策 障害者職場定着支援奨励金関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
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12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者トライアル関係綴 専門援助第
三

障害者雇用対策 障害者トライアル関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係（特困金）

専門援助第
三

障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係（特
困金）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係（発難金）

専門援助第
三

障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係（発
難金）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係（生涯現
役）

専門援助第
三

障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係（生
涯現役）

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金（障害者初回雇用コー
ス）関係

専門援助第
三

障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成金（障害者初回雇用
コース）関係

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金（発難金コース）関係

専門援助第
三

障害者雇用対策 特定求職者雇用開発助成金（発難金コース）関
係

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求人 各種起案綴 求人 求人 各種起案綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求人 外国人雇用状況届出書
（様式３号）

求人 求人 外国人雇用状況届出書（様式３号） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

日雇対策 日雇対策 雇用保険日雇労働被保険
者手帳関係綴

労働 求人 雇用保険日雇労働被保険者手帳関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 助成金関係綴 学卒 若年者雇用 助成金関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 マザースハローワーク関係
起案

あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 マザースハローワーク関係起案 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金雇入登録綴

あいちマザー
ズハローワー
ク

一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成金雇入登録綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 雇用管理 通達・事務連絡 雇用管理 雇用指導 通達・事務連絡 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 雇用管理 障害者虐待指導関係 雇用管理 雇用指導 障害者虐待指導関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 再就職援助計画認定関係 雇用管理 雇用指導 再就職援助計画認定関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用管理 雇用管理 高年齢者多数離職届 雇用管理 雇用指導 高年齢者多数離職届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 雇用管理 大量離職届 雇用管理 雇用指導 大量離職届 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 庶務 監査 雇用保険監察関係綴 庶務 監察 雇用保険監察関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

監査 職業安定監察関係綴 庶務 監察 職業安定監察関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書綴（雇用保
険六十歳到達時賃金証明
書雇用保険被保険者定年
時賃金証明書を含む）

雇用保険適
用

雇用継続給付 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書綴（雇
用保険六十歳到達時賃金証明書雇用保険被
保険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票綴（基本給付
金に係る場合）

雇用保険適
用

雇用継続給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票綴（基本
給付金に係る場合）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 出産予定日より育児休業
を取得した請求者一覧

雇用保険適
用

雇用継続給付 出産予定日より育児休業を取得した請求者一
覧

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険関係疑義照会 雇用保険適
用

得喪 雇用保険関係疑義照会 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 審査請求関係 雇用保険適
用

得喪 審査請求関係 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 専門実践教育訓練給付金
支給申請書綴

雇用保険給
付

給付 専門実践教育訓練給付金支給申請書綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

専門援助第
一

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 求職者支援資金融資関係
書類

専門援助第
一

求職者支援 求職者支援資金融資関係書類 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 労働保険事務組合業務廃
止届

雇用保険適
用

事務組合 労働保険事務組合業務廃止届 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品管理簿　消耗品 庶務 物品管理 物品管理簿消耗品 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品管理簿　備品（徴収勘
定）

庶務 物品管理 物品管理簿備品（徴収勘定） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品管理簿　備品（一般会
計）

庶務 物品管理 物品管理簿備品（一般会計） 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品管理簿　備品（雇用勘
定）

庶務 物品管理 物品管理簿備品（雇用勘定） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 物品 物品管理簿　重要物品 庶務 物品管理 物品管理簿重要物品 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 条件付支給関係 雇用保険給
付

給付 条件付支給関係 特定日以
後5年

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事
業届出書綴（変更）

学卒 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事業届出書綴（変更） 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事
業届出書綴（開始・廃止）

学卒 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事業届出書綴（開始・
廃止）

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 職業訓練関係 通達等 専門援助第
三

障害者雇用対策 職業訓練関係通達等 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 職業訓練入校願書関係
（短期委託）

専門援助第
三

障害者雇用対策 職業訓練入校願書関係（短期委託） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 払渡希望金融機関指定・
変更届綴

雇用保険給
付

給付 払渡希望金融機関指定・変更届綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 雇用保険給付 就職年月日等変更票綴 雇用保険給
付

給付 就職年月日等変更票綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者氏名変
更届綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者氏名変更届綴 1 － 未定

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 被保険者台帳ヘッダー変
更票等綴

雇用保険適
用

得喪 被保険者台帳ヘッダー変更票等綴 1 － 未定

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険被保険者証再交
付申請書綴

雇用保険適
用

得喪 雇用保険被保険者証再交付申請書綴 1 － 未定

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

日雇対策 日雇対策 日雇労働者職業紹介関係
帳票綴

労働 労働 日雇労働者職業紹介関係帳票綴 1 － 未定

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
記録変更票

育児休業給付回収・返還
記録変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰等記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰等記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 休業事由の消滅に係る育児休業給付再取得記
録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項入
力票

介護休業給付特別事項入
力票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付特別事項入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付回収・返還等入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項変
更票

介護休業給付特別事項変
更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付特別事項変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等記録変更票

介護休業給付回収・返還
等記録変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付回収・返還等記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳
（写し）交付請求書

事業所別被保険者台帳
（写し）交付請求書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳（写し）交付請求書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 ０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

名古屋南公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険適
用

雇用保険事業 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

雇用保険事業 ０番キー使用データ一覧表適用関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 雇用保険給
付

支給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証

雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証

雇用保険給
付

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業相談第
一

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業相談第
一

一般職業紹介 求職申込書および求職申込書に類する書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13、
D-1、D-3～D-7)

職業相談第
二

求職者支援 就職支援関係書類 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票 学卒求人票（中卒、高卒、
大卒等）（求人情報登録票
を含む）

求人 若年者雇用 学卒求人票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 チーム支援 チーム支援関係文書 専門援助第
二

障害者雇用対策 チーム支援関係文書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議 障害者雇用連絡会議関係
文書

専門援助第
二

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議関係文書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人労働者問題啓発月
間

外国人労働者問題啓発月
間関係文書

企業支援 外国人雇用関係 外国人労働者問題啓発月間関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 庶務 各種報告関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 庶務 庁舎関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 海外渡航承認、海外出張 庶務 服務 海外渡航承認、海外出張 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 職員の出張及び官
用車使用

官用車関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給記録取
消票

育児休業給付追給記録取
消票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付不正処分等
入力票

育児休業給付不正処分等
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付不正処分等入力票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給記録取
消票

育児休業給付追給記録取
消票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付支給関係項
目変更票

育児休業給付支給関係項
目変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付支給関係項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給記録取
消票

介護休業給付追給記録取
消票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届

雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所設置届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選
任・解任届

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事業主事業所各種変更届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 事業所非該当承認関係綴（管外連絡分） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事業所非該当申請書（管内） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長
記録変更票

高年齢雇用継続給付延長
記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給記録取消票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険適
用

適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 4条不該当 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 13条不該当 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 20条不該当 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 個人番号廃棄・削除記録簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険給
付

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

要調査対象者一覧表（基本手当等関係再就職
手当等関係就職関係高年齢雇用継続給付関
係育児・介護休業給付関係）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

雇用保険給
付

支給 失業認定申告書高年齢受給資格失業認定申
告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険給
付

支給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険給
付

支給 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険給
付

支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 正当受給関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 他所調査回答 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 他所調査依頼 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 部外者通報関連綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 要調査対象者整理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談第
二

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

職業相談第
二

求職者支援 就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用対策業務会議 各種会議 各種会議 求人 事業報告 雇用対策推進協議会関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人業務報告 各種報告 各種報告関係 求人 文書 求人関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置指
導等

高年齢者雇用確保措置指
導等

求人 高齢者雇用対策 高齢者雇用確保措置指導等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 求人 障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 求人 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 新卒応援ハローワーク業
務

新卒応援ハローワーク業
務関係書類

求人 若年者雇用 新卒応援ハローワーク業務関係書類 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 求人 若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書 障害者求職申込書 専門援助第
二

障害者雇用対策 障害者求職申込書 3 － 廃棄

企業支援に係る事項 企業支援業務通達 各種通達 各種通達 企業支援 企業支援関係 企業支援業務 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度 外国人雇用状況届出制度
関係文書

企業支援 外国人雇用関係 外国人雇用状況届出制度関係文書 5 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 企業支援 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 　年次休暇 庶務 勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 　病気・特別休暇 庶務 勤務時間 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄
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13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 　出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書 物品請求書 庶務 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕 物品取得・修繕伺 庶務 物品管理 物品取得・修繕伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕 物品取得・修繕伺 庶務 物品管理 物品管理関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　職員別給与簿 庶務 庶務 扶養手当関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　職員別給与簿 庶務 庶務 住居手当関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　職員別給与簿 庶務 庶務 通勤手当関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 庶務 人事関係綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達 各種通達 庶務 庶務 各種通達綴 5 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌 事務分掌 庶務 庶務 事務分掌綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
納付資力等照会関係綴

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
債権管理補助簿完納分No.1

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
債権管理補助簿No.2

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
債権管理補助簿No.3

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
納付書発行リストNo.2

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
債権管理補助簿(不納欠損分）No.

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
債権の消滅通知

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
領収済通知速報

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
返納金債権管理業務年間実施計画書

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
納入告知済通知書

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
現金払込仕訳書

5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴
現金払込書・領収書

5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　職員別給与簿 庶務 給与 給与関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 職員の出張及び官
用車使用

出張関係 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 取扱注意文書_電磁的記録
媒体管理簿

庶務 情報セキュリティ関
係

取扱注意文書＿電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

庶務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

庶務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出許可簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 育児休業給付追給入力票 雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

育児休業給付 0キー使用データ一覧表継続給付 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連記式）個人別票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長
申請書

高年齢雇用継続給付延長
申請書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付延長申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（再就職
給付金に係る場合）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高齢者雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険適
用

証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険適
用

適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書

名称・所在地等変更届関
係文書

雇用保険適
用

適用 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

雇用保険適
用

適用 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

雇用保険適
用

適用 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請書 継続事業一括申請書関係
文書

雇用保険適
用

適用 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険適
用

文書 適用関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票－１雇用保険被保険
者離職票－２

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係
文書

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 国家公務員等退職票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険給
付

支給 追加給付関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険給
付

支給 追給入力票 5 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
一

文書 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

紹介に係る事項 紹介業務通達 各種通達 各種通達 職業相談第
二

文書 紹介関係通達綴 5 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談第
二

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

求人に係る事項 求人業務通達 各種通達 各種通達 求人 文書 通達関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

求人 文書 起案関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 求人 文書 出張復命書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

求人 地域改善対策 公正採用関係業務書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

求人 地域改善対策 公正採用選考人権啓発推進員選任状況等報
告

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 高年齢者多数離職届 求人 高齢者雇用対策 高齢者雇用関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 高年齢者多数離職届 求人 高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

季節労働者就労支援事業の
運用

季節労働者就労支援事業
の運用に関する決裁文書

・各種業務取扱状況報告
・各種会議関係

求人 季節労働者対策 季節労働者関係 5 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 求人 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係文書 求人 一般職業紹介 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画認定関係 再就職援助計画認定関係
文書

求人 一般職業紹介 再就職援助計画認定関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者等雇用証明書 障害者等雇用証明書 求人 障害者雇用対策 障害者等雇用証明書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

求人 障害者雇用対策 障害者関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 求人 雇用関係給付金 各種助成金支給申請書取次 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 求人 雇用関係給付金 助成金関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 求人 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金支給関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 求人 雇用関係給付金 雇用調整助成金関係文書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就職及び雇
用継続の促進に向けた支
援事業、発達障害者の就
職及び雇用継続の促進に
向けた支援事業、医療連

専門援助第
二

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に関する事項（助成金
を除く）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 難病患者の安定的な就職
に向けた支援に関する業
務関係（助成金を除く）

難病患者の安定的な就職
に向けた支援に関する業
務関係書類

専門援助第
二

障害者雇用対策 難病患者の安定的な就職に向けた支援に関す
る業務関係（助成金を除く）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 専門援助第
二

職員の出張及び官
用車使用

出張復命書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者 港湾労働者雇用届 港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾労働者雇用届（返納届） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者証 常用労働者氏名変更届 港湾労働 建設・港湾労働対
策

常用労働者氏名変更届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者証 事業所名称、所在地変更
届

港湾労働 建設・港湾労働対
策

事業所名称、所在地変更届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者証 港湾労働者派遣事業関係
変更届

港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾労働者派遣事業関係変更届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者証 主たる業務変更届 港湾労働 建設・港湾労働対
策

主たる業務変更届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働関係報告 港湾労働者就労状況等報
告

港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾労働者就労状況等報告（月次集計報告） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働関係報告 港湾運送に係る荷役機械
（小型フォークリフト）の借
受け状況報告

港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト）
の仮受け状況報告

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者 港湾労働者雇用届 港湾労働 建設・港湾労働対
策

起案文書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者 港湾労働者雇用届 港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾労働関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 港湾労働者証 港湾労働者派遣事業関係
変更届

港湾労働 建設・港湾労働対
策

港湾労働者派遣事業報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 　超過勤務予定者報告書 庶務 勤務時間 超過勤務予定者報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 　超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 庶務 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ関係文書綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（基本給
付金に係る場合）

10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金支給申請書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談第
二

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 職業相談第
二

求職者支援 不正受給関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援資金融資 求職者支援資金融資関係
書類（求職者支援制度業
務取扱要領様式：融資様
式1,2,4～8）

職業相談第
二

求職者支援 求職者支援資金融資関係書類 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄の状態が記録された
文書

廃棄に当たって、具体的な
廃棄年月日を記録する文
書等（廃棄に関する決裁等
を含む。）

庶務 文書 廃棄実施簿 30 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

求人 求人票 求人票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助第
二

障害者雇用対策 障害者職業紹介関係文書 5 － 未定

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム ハローワークシステム関係 庶務 システム ハローワークシステム関係 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察に関すること 監察関係 監察関係綴 庶務 監察 監察関係綴 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告書 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 管内の雇用失業情勢等報
告

庶務 業務報告 管内の雇用失業情勢等報告 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書 庶務 勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務 超過勤務関係 庶務 勤務時間 超過勤務関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 年次休暇 庶務 勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 病気・特別休暇 庶務 勤務時間 病気・特別休暇 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 庶務 経理・出納 現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

事業執行計画表・庁舎整
備計画

庶務 経理・出納 事業執行計画表・庁舎整備計画 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏現金出納簿 庶務 経理・出納 収入官吏現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏領収証書受払簿 庶務 経理・出納 収入官吏領収証書受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費請求書 庶務 経理・出納 旅費請求書 5 － 廃棄

22 文書管理等に関する事項 文書管理等 個人情報保護 個人情報保護関係 庶務 個人情報 個人情報保護関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

業務会議 各種会議 会議・職員研修関係 庶務 庶務 会議・職員研修関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌綴 事務分掌 事務分掌綴 庶務 庶務 事務分掌綴 3 － 廃棄

豊橋公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型
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庶務に関する事項 庶務関係通達 庶務 庶務関係綴 庶務 庶務 庶務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 職員人事 職員人事関係 庶務 人事 職員人事関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理表 庶務 物品管理 物品管理表（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（備品・消耗
品）

庶務 物品管理 物品管理簿（備品・消耗品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕伺 物品取得・修繕伺 庶務 物品管理 物品取得・修繕伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

22 文書管理等に関する事項 文書管理等 郵便物発送簿 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書管理等に関する事項 文書管理等 郵便料金表示額記録簿 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災関係綴 庶務 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金受給資格
閉鎖票

育児休業給付金受給資格
閉鎖票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金受給資格閉鎖票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
諸

介護休業給付金支給申請
諸

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格閉
鎖票

介護休業給付受給資格閉
鎖票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付受給資格閉鎖票 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 トレーラー・ヘッダー閉鎖・
挿入綴

トレーラー閉鎖・挿入綴 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 トレーラー閉鎖・挿入綴 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件
証明書

常用 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届(出
書)

個人番号登録・変更届(出
書)

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書(連記式含む) 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険費保険者資格取
得届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄
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11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書(被保険者期間等証明
書を含む)

雇用保険被保険者離職証
明書(被保険者期間等証明
書を含む)

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 年金事務所等からの雇用
保険被保険者情報の照会

年金事務所等からの雇用
保険被保険者情報の照会

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 年金事務所等からの雇用保険被保険者情報の
照会（依頼）

3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者に係る取消願 被保険者に係る取消願 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者に係る取消願 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更等票 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更等票 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳(写
し)交付請求書

事業所別被保険者台帳(写
し)交付請求書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険適用事業所情報提供請求書 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳復元照会綴 被保険者台帳復元照会綴 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳復元照会綴 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者統一届 被保険者統一届 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者統一届 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 離職証明書の記載内容の
訂正について

離職証明書の記載内容の
訂正について

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 離職証明書の記載内容の訂正について 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 離職票１・２再交付申請書 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 離職票補正 離職票補正 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 離職票補正 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

雇用保険ハロー
ワークシステム事
務処理要領通知

０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

ハローワークシステム関係
綴

ハローワークシステム関係
綴

雇用保険適
用

雇用保険ハロー
ワークシステム事
務処理要領通知

ハローワークシステム関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険適
用

雇用保険ハロー
ワークシステム事
務処理要領通知

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ(基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険適
用

雇用保険ハロー
ワークシステム事
務処理要領通知

要調査対象者一覧表 3 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 雇用保険適
用

雇用保険監察 雇用保険監察関係綴 10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険事業主事業所各
種変更届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事業主事業所各種変更届 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所設置
届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所設置届 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所設置
届事業主控再作成願

雇用保険適用事業所設置
届事業主控再作成願

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所設置届事業主控再作成
願

1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険被保険者関係届
出書事務等代理人選任・
解任届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選
任・解任届

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険適
用

雇用保険事業 事業所非該当承認申請書 常用 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険適
用

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更
票

60歳到達時賃金日額変更
票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付資格
閉鎖・閉鎖取消票

高年齢雇用継続給付資格
閉鎖・閉鎖取消票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付資格閉鎖・閉鎖取消票 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付需給
資格確認票(基本給付金に
係る場合)

高年齢雇用継続給付需給
資格確認票(基本給付金に
係る場合)

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険適
用

適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 雇用保険適
用

文書 簡易文書発送簿 5 － 廃棄

21 適用に係る事項 適用業務通達 各種通達関係 適用関係綴 雇用保険適
用

適用業務通達 適用関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄・削除 廃棄・削除記録簿 雇用保険適
用

文書 廃棄・削除記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵送処理簿 雇用保険適
用

文書 郵送処理簿 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 特例納付保険料 特例納付保険料納付申出
書

雇用保険適
用

労働保険 労働保険関係(特例納付) 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

常用就職支度金手当金等二重取得チェックリス
ト

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ 雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

要調査一覧メッセージ 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査対象者一覧表 要調査対象者一覧表 雇用保険給
付

ハローワークシステ
ム

要調査対象者一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書（専門実践・教育訓練
給付金）関係

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書（専門実践・教育訓練
給付金）

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書（専門実践・教育訓練給付金）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号）支給申請書
（専門実践・追加給付）

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号）支給申請書
（専門実践・追加給付）

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号）支給
申請書（専門実践・追加給付）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返
還入力票

教育訓練給付金回収・返
還入力票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票（専門実践）

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票（専門実践）

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票（専門実践）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消
票

教育訓練給付金支給取消
票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書（一般）

教育訓練給付金支給申請
書（一般）

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書（一般） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給記録
取消票

教育訓練給付金追給記録
取消票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金不正処分
等記録変更票

教育訓練給付金不正処分
等記録変更票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金不正処分等記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長申請書 20 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１・2

雇用保険被保険者離職票
－１・2

雇用保険給
付

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票－１・2 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 特別措置等変更票 雇用保険給
付

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 5 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 広域求職活動面接等訪問
証明書

広域求職活動面接等訪問
証明書

雇用保険給
付

雇用保険証明 広域求職活動面接等訪問証明書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係

雇用保険給
付

国家公務員退職手
当法（失業者の退
職手当）関係

国家公務員退職手当法（失業者の退職手当）
関係

5 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書関係 移転費支給申請書 雇用保険給
付

支給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険給
付

支給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還記録変更票 回収・返還記録変更票 雇用保険給
付

支給 回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 雇用保険給
付

支給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険給
付

支給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格者証 雇用保険給
付

支給 雇用保険受給資格者証 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険給
付

支給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険給
付

支給 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書 失業認定申告書 雇用保険給
付

支給 失業認定申告書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 雇用保険給
付

支給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険給
付

支給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険給
付

支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更票 就職年月日等変更票 雇用保険給
付

支給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険給
付

支給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険給
付

支給 追給入力票 5 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係書類 不正受給関係書類 雇用保険給
付

支給 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給記録変更票 不正受給記録変更票 雇用保険給
付

支給 不正受給記録変更票 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給等入力票 不正受給等入力票 雇用保険給
付

支給 不正受給等入力票 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険給
付

支給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険給
付

支給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 雇用保険通達 雇用保険関係通達 雇用保険給
付

文書 雇用保険関係通達綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄・削除記録簿（個人情
報保護関係）

廃棄・削除記録簿（個人情
報保護関係）

雇用保険給
付

文書 廃棄・削除記録簿（個人情報保護関係） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム システム関係 職業相談 一般職業紹介 システム関係 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 マザーズ マザーズ 職業相談 一般職業紹介 マザーズ 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書 職業相談 一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介 職業紹介 業務報告 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係書類業務報告 1 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介 職業紹介 職業紹介関係書類 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係書類 3 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介業務通達 職業紹介関係通達 職業紹介関係通達 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度 求職者支援制度　業務取
扱要領等

職業相談 求職者支援 求職者支援制度業務取扱要領等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度 求職者支援制度　質疑応
答集

職業相談 求職者支援 求職者支援制度質疑応答集 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度 求職者支援制度　新たな
雇用・訓練パッケージ

職業相談 求職者支援 求職者支援制度新たな雇用・訓練パッケージ 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係　サ
ンプリング調査

職業相談 求職者支援 就職支援計画書関係サンプリング調査 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係　求
職者支援制度　相談

職業相談 求職者支援 就職支援計画書関係求職者支援制度相談 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係　修
了者名簿/受講者アンケー
ト/就職状況報告書

職業相談 求職者支援 就職支援計画書関係修了者名簿/受講者アン
ケート/就職状況報告書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画諸関係　選
考結果

職業相談 求職者支援 就職支援計画諸関係選考結果 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類　求職者支
援計画対象者

職業相談 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類求職
者支援計画対象者

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類　求職者支
援制度通達文書

職業相談 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類求職
者支援制度通達文書

10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル トライアル関係　業務報告 職業相談 雇用関係助成金 トライアル関係業務報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル トライアル関係通達 職業相談 雇用関係助成金 トライアル関係通達 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル トライアル計画書 職業相談 雇用関係助成金 トライアル計画書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金綴

職業相談 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 ジョブサポーター活動実績
報告

ジョブサポーター活動実績
報告

職業相談 若年者雇用 ジョブサポーター活動実績報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業報告書（年報）

学校等の行う無料職業紹
介事業報告書（年報）

職業相談 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業報告書（年報） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係 職業相談 若年者雇用 学卒関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係報告 職業相談 若年者雇用 学卒関係報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票 学卒求人票（求人情報登
録票を含む）

職業相談 若年者雇用 学卒求人票（求人情報登録票を含む） 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議 学卒業務会議関係 職業相談 若年者雇用 学卒業務会議関係 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若者サポートステーション 若者サポートステーション
関係

職業相談 若年者雇用 若者サポートステーション関係 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者・フリーター 若年者・フリーター関係 職業相談 若年者雇用 若年者・フリーター関係 3 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業 職業意識形成支援事業 職業相談 若年者雇用 職業意識形成支援事業 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報４号）

職業相談 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者職業紹介
状況報告（年報）

新規学校卒業者職業紹介
状況報告（年報）

職業相談 若年者雇用 新規学校卒業者職業紹介状況報告（年報） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者のの地域別就
職等状況報告（年報）

新規学卒者のの地域別就
職等状況報告（年報）

職業相談 若年者雇用 新規学卒者のの地域別就職等状況報告（年
報）

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報3号）

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報3号）

職業相談 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報3号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報２号）

新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報２号）

職業相談 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報２号） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中卒用職業相談通達 職業相談 若年者雇用 中卒用職業相談関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中卒用職業相談票 職業相談 若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告

定着支援の実施等の状況
報告

職業相談 若年者雇用 定着支援の実施等の状況報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高卒者企業説明会 新規高卒者企業説明会 職業相談 若年者雇用 新規高卒者企業説明会 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 ケース会議 ケース会議 職業相談 職業訓練 ケース会議 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 ジョブ・カード ジョブ・カード関係 職業相談 職業訓練 ジョブ・カード関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 リカレント事業 リカレント事業 職業相談 職業訓練 リカレント事業 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 移管 移管書類 職業相談 職業訓練 移管 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 各種報告 報告書 職業相談 職業訓練 各種報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 訓練 訓練関係通達 職業相談 職業訓練 訓練関係通達 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 訓練室 訓練室通達 職業相談 職業訓練 訓練室 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 受講指示・受講推薦 受講指示・受講推薦疑義
解釈

職業相談 職業訓練 受講指示・受講推薦疑義解釈 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 就職状況報告書 就職状況報告書 職業相談 職業訓練 就職状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 修了１ヶ月前相談 修了１ヶ月前相談/予定 職業相談 職業訓練 修了１ヶ月前相談/予定 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 終了後手当 終了後手当 職業相談 職業訓練 終了後手当 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 職業訓練 職業訓練/コロナ 職業相談 職業訓練 職業訓練/コロナ 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 選考 選考/選考結果関係 職業相談 職業訓練 選考/選考結果関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 退校 退校 職業相談 職業訓練 退校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 入校願書 入校願書 職業相談 職業訓練 入校願書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 不安定就労者再チャレンジ
支援事業

不安定就労者再チャレンジ
支援事業

職業相談 職業訓練 不安定就労者再チャレンジ支援事業 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 報告（エントリーシート） 報告（エントリーシート） 職業相談 職業訓練 報告（エントリーシート） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護 生活保護等関係書類 職業相談 生保等就労自立促
進事業

生活保護等関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護 生活保護等関係書類　支
援要請（個人票Ａ・Ｂ）

職業相談 生保等就労自立促
進事業

生活保護等関係書類支援要請（個人票Ａ・Ｂ） 1 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 専門援助 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類関係

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類含む）

専門援助 一般職業紹介 求職申込書及び求職申込書に関する書類 1 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 専門援助 一般職業紹介 高年齢者職業紹介関係 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書関係 採否通知書（付属施設等
の類似の書類含む）

専門援助 一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦
関係

職業訓練受講指示・推薦
関係書類

専門援助 一般職業紹介 職業訓練受講指示・受講推薦関係書類 5 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 専門援助 一般職業紹介 日雇労働職業紹介関係 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修事業業務関係

外国人就労・定着支援研
修事業業務関係文書

専門援助 外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 障害者の差別禁止・合理的配慮の提供関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者求職情報 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者求職登録者の現況調査 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 障害者求人情報 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 障害者就職面接会 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 障害者職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者登録移管 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者登録状況変更一覧表 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 専門援助 障害者雇用対策 障害者登録台帳 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 職業訓練受講指示関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就職及び雇
用継続の促進に向けた支
援事業、発達障害者の就
職及び雇用継続の促進に
向けた支援事業、医療連

専門援助 障害者雇用対策 精神障害者雇用トータルサポーター事業 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介文書（他
の分類に含まれるものを
除く）

専門援助 障害者雇用対策 特別支援学校等学卒関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 能力判断関係 能力判断関係文書 専門援助 障害者雇用対策 能力判断資料 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就職及び雇
用継続の促進に向けた支
援事業、発達障害者の就
職及び雇用継続の促進に
向けた支援事業、医療連

専門援助 障害者雇用対策 発達障害者雇用トータルサポーター事業 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 トライアル雇用助成金支給
関連関係

トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感
染症対応トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感

専門援助 特定離職者等雇用
対策

トライアル雇用実施計画書関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告関係

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

専門援助 特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告関係

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

専門援助 特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係（支援対象
者関係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係通達

専門援助 特定離職者等雇用
対策

特定求職者雇用開発助成金関係 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

専門援助業務復命書 各種復命所関係 各種復命書 専門援助 文書 復命書 5 － 廃棄

11.12 補助金等の交付に関する
重要な経緯

トライアル雇用助成金支給関
連関係

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用助成金支給
関連

求人 一般職業紹介 トライアル雇用結果報告書(他所紹介分) 3 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 求人 一般職業紹介 各種業務報告等 3 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 求人 一般職業紹介 起案 5 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 求人 一般職業紹介 求人関係 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

募集情報等提供事業 求人条件相違関係文書 求人条件相違関係文書 求人 一般職業紹介 求人条件相違関係綴 5 － 廃棄

11.12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業安法に基づく求人不
受理

職業安法に基づく求人不
受理関係文書

求人 一般職業紹介 求人不受理関係綴 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

求人 一般職業紹介 刑務所出所者等求人関係綴 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

出稼労働者対策 出稼労働者対策関係 出稼労働者対策関係文書 求人 季節労働者対策 出稼関係綴 5 － 廃棄

11.12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人 学卒求人 求人 若年者雇用 学卒求人関係 5 － 廃棄

11.12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 求人 若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 一般職業紹介 一般職業紹介関係 企業支援 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
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11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援 企業支援 企業支援関係 企業支援 企業支援（雇用対
策）関係

企業支援関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種業務報告 各種業務報告 各種業務報告 企業支援 企業支援関係 各種業務報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

企業支援 公正採用選考関係 公正採用選考関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 学卒求人票 高卒用未充足状況調査 企業支援 若年者雇用対策関
係

高卒用未充足状況調査 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 学卒求人票 学卒求人票（高卒） 企業支援 若年者雇用対策関
係

学卒関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 高卒合同企業説明会（市
役所）

高卒合同企業説明会（市
役所）

企業支援 若年者雇用対策関
係

高卒合同企業説明会（市役所） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減・採用内定取消し・入職
時期繰下げ事案報告

新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減・採用内定取消し・入職
時期繰下げ事案報告

企業支援 若年者雇用対策関
係

新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員
の削減・採用内定取消し・入職時期繰下げ事案
報告（高卒）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 各種助成金取次受理簿 企業支援 助成金関係 各種助成金取次受理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 休業支援金関係 企業支援 助成金関係 休業支援金関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 雇調金　実地調査関係 企業支援 助成金関係 雇調金実地調査関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 雇用安定事業関係 企業支援 助成金関係 雇用安定事業関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 助成金関係 企業支援 助成金関係 助成金関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 特開金　実地調査関係 企業支援 助成金関係 特開金実地調査関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 就職面接会実施計画・結
果・就職状況

就職面接会実施計画・結
果・就職状況

企業支援 説明会・面接会 説明会・面接会 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度
関係文書

外国人雇用状況届出制度
関係文書

雇用指導官 外国人雇用対策 外国人雇用状況報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策関係文書 外国人雇用対策関係文書 雇用指導官 外国人雇用対策 外国人雇用対策関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

定例業務報告 各種報告 各種報告関係 雇用指導官 業務報告 定例業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 雇用管理指導援助業務関
係

雇用管理指導援助業務関
係文書

雇用指導官 雇用管理 雇用管理指導援助業務関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 再就職援助計画関係 再就職援助計画関係文書 雇用指導官 雇用管理 再就職援助計画 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 在籍型出向等支援事業関
係

在籍型出向等支援事業関
係文書

雇用指導官 雇用管理 在籍型出向等支援事業関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 大量雇用変動関係 大量雇用変動関係文書 雇用指導官 雇用管理 大量雇用変動関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用アドバイ
ザー相談記録

高年齢者雇用アドバイ
ザー相談記録

雇用指導官 高齢者雇用対策 高年齢者雇用アドバイザー相談記録 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況届出制
度関係文書

高年齢者雇用状況報告書 雇用指導官 高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用促進関係 高年齢者雇用促進関係 雇用指導官 高齢者雇用対策 高年齢者雇用促進関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 事業所訪問指導関係 事業所訪問指導関係 雇用指導官 障害者雇用対策 事業所訪問指導関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 雇用指導官 障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者虐待関係 障害者虐待関係 雇用指導官 障害者雇用対策 障害者虐待関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇入計画関係書類 障害者雇入計画関係書類 雇用指導官 障害者雇用対策 障害者雇入計画関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況届出制度
関係文書

障害者雇用状況報告書 雇用指導官 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用促進関係 障害者雇用促進関係 雇用指導官 障害者雇用対策 障害者雇用促進関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

雇用指導官 障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11.12 統計調査に関する事項 統計調査 システム業務年報・月報 システム業務年報・月報 雇用指導官 統計調査 システム業務年報・月報 3 － 廃棄

11.12 統計調査に関する事項 統計調査 業務年報・月報 業務年報・月報 雇用指導官 統計調査 業務年報・月報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る転勤届

雇用保険マルチジョブホル
ダー転勤届

雇用保険 高年齢被保険者の
特例

高年齢被保険者の特例に係る転勤届 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告

電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

管理 光熱費使用実績報
告

電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

専門援助 障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類 就職支援関係書類 専門援助 求職者支援 就職支援関係書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還等入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳
（写し）交付請求書

事業所別被保険者台帳
（写し）交付請求書

雇用保険 雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳（写し）交付請求書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出書） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰等記録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰等記録入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰等記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
記録変更票

育児休業給付回収・返還
記録変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証雇
用保険高年齢受給資格者
証雇用保険特例受給資格
者証

雇用保険受給資格者証雇
用保険高年齢受給資格者
証雇用保険特例受給資格
者証

雇用保険 雇用保険受給 雇用保険受給資格者証雇用保険高年齢受給
資格者証雇用保険特例受給資格者証

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票回収・返
還記録変更票

回収・返還入力票回収・返
還記録変更票

雇用保険 雇用保険受給 回収・返還入力票回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給記録変更票 不正受給記録変更票 雇用保険 雇用保険受給 不正受給記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険 雇用保険受給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更票 就職年月日等変更票 雇用保険 雇用保険受給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取
得届（高年齢被保険者の
特例に係るものに限る）
雇用保険マルチジョブホル
ダー雇入・資格取得届

雇用保険 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー住所変更届 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 中途採用者採用時賃金情
報

企業支援 ハロ－ワ－クシス
テム

中途採用者採用時賃金情報 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

岡崎公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

一般職業紹介に係る事項 一般職業紹介業務通達 各種通達 各種通達 職業紹介 一般職業紹介 通達 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係 職業紹介 若年者雇用 学卒関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

管理 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種会議 各種会議 各種会議 管理 庶務業務会議 各種会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 管理 庶務業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

業務月報・年報（安定所
分）

管理 統計調査（職業安
定）

その他特別調査 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

経理業務報告 各種報告 各種報告関係 管理 経理業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
受講指示要領様式：様式第３号職業訓練受講
推薦要領様式：様式第３号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 専門援助 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇入計画関係書類 障害者雇入計画関係書類 専門援助 障害者雇用対策 障害者雇入計画関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 専門援助 障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況報告書 専門援助 高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書関係書類 就職支援計画書関係書類 専門援助 求職者支援 就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付 介護休業給付 雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 確認請求（聴取)書（被保険者となったこと、被
保険者でなくなったこと）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険 高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給申請
書

育児休業給付金支給申請
書

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給記録取
消票

育児休業給付追給記録取
消票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請に係る
通知文書

継続事業一括申請に係る
通知文書

雇用保険 雇用保険適用 継続事業一括申請に係る通知文書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入に係る通知 任意加入に係る通知文書 雇用保険 雇用保険適用 任意加入に係る通知文書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書
類送付書

労働保険適用徴収関係書
類送付書

雇用保険 雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書類送付書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係消滅申請関係文
書

保険関係消滅申請関係文
書

雇用保険 雇用保険適用 保険関係消滅申請関係文書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所関係 雇用保険 雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係（２２年度廃止済み） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転証明書 移転証明書 雇用保険 雇用保険受給 移転証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書高年齢受
給資格失業認定申告書特
例受給資格者失業認定申
告書

失業認定申告書高年齢受
給資格失業認定申告書特
例受給資格者失業認定申
告書

雇用保険 雇用保険受給 失業認定申告書高年齢受給資格失業認定申
告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険 雇用保険受給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係書類 不正受給関係書類 雇用保険 雇用保険受給 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査対象者一覧表 要調査対象者一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

要調査対象者一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ 雇用保険 ハローワークシステ
ム

要調査一覧メッセージ 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

給付業務報告関係 各種報告 各種報告関係 雇用保険 各種業務報告 給付各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

適用業務報告関係 各種報告 各種報告関係 雇用保険 各種業務報告 適用各種報告関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） システム業務月報・年報 システム業務月報・年報 企業支援 求人窓口 システム業務月報・年報 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 企業支援 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11，12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者の採用内
定取り消し・入職時期繰り
下げ事案報告

新規学校卒業者の採用内
定取り消し・入職時期繰り
下げ事案報告

企業支援 若年者雇用 新規学校卒業者の採用内定取り消し・入職時
期繰り下げ事案報告

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案報告

新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案報告

企業支援 若年者雇用 新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員
の削減事案報告

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援業務報告 企業支援業務報告 各種報告関係 企業支援 企業支援業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

行政監察に関する事項 監察に関すること 一般職業紹介 監察関係 職業紹介 一般職業紹介 監察関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金

職業紹介 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用奨励金支給
関連

トライアル雇用奨励金支給
関連

職業紹介 雇用関係給付金 トライアル雇用奨励金支給関連 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

経理関係綴 管理 経理・出納 経理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 管理 経理・出納 旅費精算額請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 管理 債権管理 債権管理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 管理 債権管理 債権管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 管理 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 管理 職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 代休日指定簿 管理 職員の勤務時間 代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費関係綴 管理 職員の出張及び官
用車使用

旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 管理 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理関係綴 管理 物品管理 物品管理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕 物品取得・修繕伺 管理 物品管理 物品取得・修繕伺 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 管理 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

各種業務に係る事項 各種業務通達 各種通達 各種通達 管理 庶務業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 庶務 庶務関係綴 管理 庶務業務報告 庶務関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

管理 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 管理 文書台帳 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 管理 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 管理 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法(失業
者の退職手当)

国家公務員退職手当法(失
業者の退職手当)

国家公務員退職手当法(失
業者の退職手当)関係文書

国家公務員
退職手当法
（失業者の退
職手当）

国家公務員退職手
当法（失業者の退
職手当）

国家公務員退職手当法(失業者の退職手当)関
係書類

5 － 廃棄

22 文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 郵便物発送簿 管理 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 高年齢者多数離職届 専門援助 高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度
関係書類

外国人雇用状況届出制度
関係書類

専門援助 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

専門援助 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係書類 雇用調整助成金関係書類 専門援助 雇用関係給付金 雇用調整助成金関係書類 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 喪失届・氏名変更届・転勤
届

喪失届・氏名変更届・転勤
届

雇用保険 雇用被保険者資格 喪失届・氏名変更届・転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 離職証明書（被保険者期
間等証明書を含む）

離職証明書（被保険者期
間等証明書を含む）

雇用保険 雇用被保険者資格 離職証明書（被保険者期間等証明書を含む） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

個人番号登録届出書（連
記式）個人別票

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連記式）個人別票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用給付 高齢者雇用継続給付追給
入力票

高齢者雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高齢者雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票・基本給付金支給申
請書

育児休業給付受給資格確
認票・基本給付金支給申
請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票・基本給付金支
給申請書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 育児休業給付追給入力票 雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険 雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険 雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書

名称・所在地等変更届関
係文書

雇用保険 雇用保険適用 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入申請書関係文書 任意加入申請書関係文書 雇用保険 雇用保険適用 任意加入申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請書関係
文書

継続事業一括申請書関係
文書

雇用保険 雇用保険適用 継続事業一括申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係文書

雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係文書

雇用保険 雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交付・更新申請書関係
文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 雇用保険 雇用保険受給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険 雇用保険受給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険 雇用保険受給 追給入力票 5 － 廃棄

給付に係る事項 給付業務通達 各種通達 各種通達 雇用保険 各種業務通達 給付各種通達 5 － 廃棄

適用に係る事項 適用業務通達 各種通達 各種通達 雇用保険 各種業務通達 適用各種通達 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

雇用保険 高年齢被保険者の
特例

高年齢被保険者の特例に係る被保険者資格取
得届

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格喪失

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格喪失

雇用保険 高年齢被保険者の
特例

高年齢被保険者の特例に係る被保険者資格喪
失

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る離職証明書（被保険
者期間等証明書を含む）

高年齢被保険者の特例に
係る離職証明書（被保険
者期間等証明書を含む）

雇用保険 高年齢被保険者の
特例

高年齢被保険者の特例に係る離職証明書（被
保険者期間等証明書を含む）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画認定関係 再就職援助計画認定関係
文書

企業支援 一般職業紹介 再就職援助計画関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係文書 企業支援 一般職業紹介 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

労働移動支援助成金 労働移動支援助成金支給
関係書類

企業支援 一般職業紹介 労働移動支援助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票 学卒求人票 企業支援 若年者雇用 若年者雇用促進法に基づく求人不受理関係書
類

5 － 廃棄

企業支援業務に係る事項 各種業務通達 各種通達 各種通達 企業支援 企業支援業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11，12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

企業支援業務復命書 各種復命書 企業支援業務復命書 企業支援 企業支援業務復命
書

企業支援業務復命書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務関係綴 管理 職員の勤務時間 超過勤務関係綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務等命令 超過勤務等命令簿 管理 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 行政監察 行政監察綴 管理 行政監察 行政監察綴 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

専門援助 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援資金融資関係
書類

求職者支援資金融資関係
書類

専門援助 求職者支援 求職者支援資金融資関係書類 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金(第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金(第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係）支
給申請書

10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（基本給
付金に係る場合）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明
書、雇用保険被保険者定
年時賃金証明書を含む）

雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明
書、雇用保険被保険者定
年時賃金証明書を含む）

雇用保険 雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書、雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険審査請求 雇用保険審査関係文書 雇用保険審査関係文書 雇用保険 雇用保険審査請求 雇用保険審査関係文書 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係文書 雇用保険監察関係文書 雇用保険 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 管理 文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長申請書 20 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 休業支援金・給付金 休業支援金・給付金 雇用保険 雇用被保険者資格 休業支援金・給付金 常用 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄・削除記録簿 廃棄・削除記録簿 管理 文書台帳 移管・廃棄簿 30 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 庶務 監察 地方雇用保険監察（平成４年度） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議 障害者雇用連絡会議関係
文書

企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議関係文書 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人情報【高齢者応援求
人】

求人情報【高齢者応援求
人】

企業支援 文書 求人情報
【高齢者応援求人】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人情報【ピックアップ求
人】

求人情報【ピックアップ求
人】

企業支援 文書 求人情報
【ピックアップ求人】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人情報【マザーズ求人】 求人情報
【マザーズ求人】

企業支援 文書 求人情報
【マザーズ求人】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人情報【週刊求人情報】 求人情報
【週刊求人情報】

企業支援 文書 求人情報
【週刊求人情報】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人情報【働き方改革等
推進企業求人】

求人情報【働き方改革等
推進企業求人】

企業支援 文書 求人情報
【働き方改革等推進企業求人】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

中途採用者採用時賃金情
報

中途採用者採用時賃金情
報

企業支援 文書 中途採用者採用時賃金情報 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票 学卒求人票 企業支援 若年者雇用 学卒求人票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由等記
録変更票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰等記録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰等記録入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰等記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳・
適用事業所台帳ヘッダー２
提供依頼

事業所別被保険者台帳・
適用事業所台帳ヘッダー２
提供依頼

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳・適用事業所台帳ヘッ
ダー２提供依頼

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

高年齢雇用継続給付完結者一覧表 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 事業所関係各種変更通知 事業所関係各種変更通知 雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

事業所関係各種変更通知綴 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険適
用

雇用保険事業 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄

一宮公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険適
用

支給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金受給資格
者氏名・住所変更

教育訓練給付金受給資格
者氏名・住所変更届

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返
還入力票

教育訓練給付金回収・返
還入力票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険給
付

支給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定変
更

払渡希望金融機関指定変
更届

雇用保険給
付

支給 払渡希望金融機関指定変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更 就職年月日等変更票 雇用保険給
付

支給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 支給台帳作成表 支給台帳作成表 雇用保険給
付

支給 支給台帳作成表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険給
付

支給 ０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険給
付

支給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

採否通知書 採否通知書 職業相談第
一

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-1、
Ｃ-10）

就職支援関係書類（Ｃ-1、
Ｃ-10）

職業相談第
二

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-1、Ｃ-10） 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-2、
Ｃ-4）

就職支援関係書類（Ｃ-2、
Ｃ-4）

職業相談第
二

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-2、Ｃ-4） 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-9） 就職支援関係書類（Ｃ-9） 職業相談第
二

求職者支援 就職支援関係書類（Ｃ-9） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 一宮所　ミニ就職面接会関
係

一宮所　ミニ就職面接会関
係

専門援助 文書 一宮所ミニ就職面接会関係 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 企業支援 障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係 障害者雇用対策関係 企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用対策関係 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人 求人関係 企業支援 文書 求人関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係 企業支援 若年者雇用 学卒関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理 学卒求人受理簿 企業支援 若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒求人説明会 学卒求人説明会 企業支援 若年者雇用 学卒求人説明会 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢雇用状況報告書 高年齢雇用状況報告書 企業支援 高年齢者雇用対策 高年齢雇用状況報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報　（安定所
分）

業務月報・年報　（安定所
分）

庶務 業務月報 業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

13 職員の福利厚生 健康診断 健康診断 健康診断関係 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告書 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認 海外渡航申請承認 庶務 服務 海外渡航承認 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災計画等 庶務 防災 防災関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格閉
鎖・閉鎖取消票

育児休業給付受給資格閉
鎖・閉鎖取消票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格閉鎖・閉鎖取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給記録
変更票

介護休業給付金支給記録
変更票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格閉
鎖・閉鎖取消票

介護休業給付受給資格閉
鎖・閉鎖取消票

雇用保険適
用

介護休業給付 介護休業給付受給資格閉鎖・閉鎖取消票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 各種再交付申請書 各種再交付申請書綴 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 各種再交付申請書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付受給
再開可能者一覧

高年齢雇用継続給付受給
再開可能者一覧

雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

高年齢雇用継続給付受給再開可能者一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

支払方法変更一覧表 支払方法変更一覧表 雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

支払方法変更一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

振込不能一覧表 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務統計（雇用保険
月報・年報・半年報）

定例業務統計（雇用保険
月報・年報・半年報）

雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

定例業務統計（雇用保険月報・年報・半年報） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 二重取得チェック・リスト 二重取得チェック・リスト 雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

二重取得チェック・リスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用継続給付 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係再就職手当
等関係高年齢雇用継続給
付関係育児・介護休業給
付関係）

要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係再就職手当
等関係高年齢雇用継続給
付関係育児・介護休業給
付関係）

雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

要調査一覧メッセージ（基本手当等関係再就職
手当等関係高年齢雇用継続給付関係育児・介
護休業給付関係）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事業所非該当申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事務手続照合省
略事業所サンプリング調査

雇用保険事務手続照合省
略事業所サンプリング調査

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事務手続照合省略事業所サンプリン
グ調査関係綴

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事務手続照合省
略事業所

雇用保険事務手続照合省
略事業所関係

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事務手続照合省略事業所関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事務手続照合省
略事業所研修会

雇用保険事務手続照合省
略事業所研修会関係

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険事務手続照合省略事業所研修会関
係綴

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険適
用

雇用保険事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所事務担当
者選任・変更届

照合省略事業所事務担当
者選任・変更届

雇用保険適
用

雇用保険事業 照合省略事業所事務担当者選任・変更届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所内容変更
届・照合省略之証再交付
申請書

照合省略事業所内容変更
届・照合省略之証再交付
申請書

雇用保険適
用

雇用保険事業 照合省略事業所内容変更届・照合省略之証再
交付申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 労働保険適用促進 労働保険適用促進関係 雇用保険適
用

雇用保険事業 労働保険適用促進関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付受給
資格閉鎖・閉鎖取消票

高年齢雇用継続給付受給
資格閉鎖・閉鎖取消票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格閉鎖・閉鎖取消
票

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 年金記録第三者委員会通
報　被保険者の在職確認
（回答）

年金記録第三者委員会通
報　被保険者の在職確認
及び回答

雇用保険適
用

業務 年金記録第三者委員会通報被保険者の在職
確認について（回答）綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給申請書 教育訓練給付支給申請書 雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付 教育訓練給付関係綴 雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第３号関係）支
給申請書

教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第３号関係）支
給申請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１条の２の７第３号関
係）支給申請書

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消
票

教育訓練給付金支給取消
票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 未支給失業給付金 未支給失業給付金関係綴 雇用保険給
付

支給 未支給失業給付金関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険給
付

支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申
請書

常用就職支度手当支給申
請書

雇用保険給
付

支給 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険給
付

支給 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 法第４条不該当 法第４条不該当 雇用保険給
付

支給 法第４条不該当 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 法第13条不該当 法第13条不該当 雇用保険給
付

支給 法第13条不該当 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 法第20条不該当 法第20条不該当 雇用保険給
付

支給 法第20条不該当 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 個別延長給付 個別延長給付 雇用保険給
付

支給 個別延長給付 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給等入力票 不正受給等入力票 雇用保険給
付

支給 不正受給等入力票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 自己就職者調査 自己就職者調査 雇用保険給
付

支給 自己就職者調査関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 調査回答 調査回答 雇用保険給
付

支給 調査回答関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 第三者通報 第三者通報 雇用保険給
付

支給 第三者通報関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書高年齢受
給資格失業認定申告書特
例受給資格者失業認定申
告書

失業認定申告書高年齢受
給資格失業認定申告書特
例受給資格者失業認定申
告書

雇用保険給
付

支給 失業認定申告書高年齢受給資格失業認定申
告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険給
付

支給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険給
付

支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 雇用保険被保険者離職
票ー１・２

雇用保険被保険者離職
票ー１・２

雇用保険給
付

支給 雇用保険被保険者離職票ー１・２ 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 日雇給付関係書類 日雇給付関係書類 雇用保険給
付

支給 日雇給付関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

ハローワークシステム出力
データ

ハローワークシステム出力
データ

雇用保険給
付

支給 ハローワークシステム出力データ綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険給
付

支給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 給付関係各種伺 給付関係各種伺 雇用保険給
付

支給 給付関係各種伺 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険給
付

支給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 採用証明書 採用証明書 雇用保険給
付

支給 採用証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練関係文書 公共職業訓練関係文書 職業相談第
二

一般職業紹介 公共職業訓練関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共訓練受講指示関係書
類

公共訓練受講指示関係書
類

職業相談第
二

一般職業紹介 公共訓練受講指示関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練関係文書 求職者支援訓練関係文書 職業相談第
二

求職者支援 求職者支援訓練関係文書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書関係書類 就職支援計画書関係書類 職業相談第
二

求職者支援 就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 重度判定関係 重度判定関係 専門援助 文書 重度判定関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係

刑務所出所者等就労支援
事業関係

専門援助 文書 刑務所出所者等就労支援事業関係(・） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者企業面接会 障害者企業面接会 専門援助 障害者雇用対策 障害者企業面接会 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規中学校・高等学校・中
等教育学校卒業者の求職
動向報告（学報２・３号）

新規中学校・高等学校・中
等教育学校卒業者の求職
動向報告（学報２・３号）

専門援助 新卒求人 新規中学校・高等学校・中等教育学校卒業者
の求職動向報告（学報２・３号）（・）

3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 学卒（中・高）就職者名簿 学卒（中・高）就職者名簿 専門援助 新卒求人 学卒（中・高）就職者名簿（・） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報４号）

専門援助 新卒求人 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報４号）（・）

3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 各種報告書類（月報） 各種報告書類（月報） 専門援助 新卒求人 各種報告書類（月報）（・） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒業務 学卒業務関係 専門援助 新卒求人 学卒業務関係（・） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 高等学校 高等学校関係 専門援助 新卒求人 高等学校関係（・） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中学校 中学校関係 専門援助 新卒求人 中学校関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 大学等 大学等関係 専門援助 新卒求人 大学等関係（・） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業 職業意識形成支援事業関
係

専門援助 若年者雇用 職業意識形成支援事業関係（・） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修事業

外国人就労・定着支援研
修事業業務関係文書

専門援助 外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修事業業務関係文書
(・）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

企業支援 障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書
）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用率達成指導 障害者雇用率達成指導関
係

企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用率達成指導関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業安定法に基づく求人
不受理文書

職業安定法に基づく求人
不受理関係文書

企業支援 文書 職業安定法に基づく求人不受理関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

企業支援 公正採用選考 公正採用選考人権啓発推進員選任状況等報
告関係

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 企業支援 公正採用選考 公正採用選考関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出書関
係

外国人雇用状況届出書 企業支援 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出書関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画・大量雇
用変動関係書類

再就職援助計画・大量雇
用変動届

企業支援 高年齢者雇用対策 再就職援助計画・大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用対策 高年齢者雇用対策関係 企業支援 高年齢者雇用対策 高年齢者雇用対策関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 収受文書台帳 収受文書台帳 庶務 文書 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員任用関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 出勤簿 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 年次休暇、病気・特別休暇 年次休暇、病気・特別休暇 庶務 勤務時間 年次休暇、病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 週休日の振替等命令 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務等命令 超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇 休暇簿 庶務 勤務時間 休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 要介護者の状態等申出 要介護者の状態等申出書 庶務 勤務時間 要介護者の状態等申出書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 児童手当 児童手当関係 庶務 諸手当 児童手当関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書 物品請求書 庶務 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品修繕要求書 物品修繕要求書 庶務 物品管理 物品修繕要求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品返納命令 物品返納命令書 庶務 物品管理 物品返納命令書 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス ハローワークサービス関係 庶務 庶務 ハローワークサービス関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報漏洩防止対策 個人情報漏洩防止対策関
係

庶務 庶務 個人情報漏洩防止対策綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイル 特定個人情報ファイル簿 庶務 庶務 特定個人情報ファイル簿 5 22 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅費請求 旅費請求書 庶務 庶務 旅費請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

債権管理補助簿 債権管理補助簿 庶務 債権管理 債権管理補助簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

債権管理 債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

分任収入官吏所属出納員
現金出納簿

分任収入官吏所属出納員
現金出納簿

庶務 経理・出納 分任収入官吏所属出納員現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計事務取扱補助者命免 会計事務取扱補助者命免
簿

庶務 経理・出納 会計事務取扱補助者命免簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

現金払込書・領収証書 現金払込書・領収証書 庶務 経理・出納 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

現金領収証書受払簿（所
属出納員用）

現金領収証書受払簿（所
属出納員用）

庶務 経理・出納 現金領収証書受払簿（所属出納員用） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

分任収入官吏現金出納簿 分任収入官吏現金出納簿 庶務 経理・出納 分任収入官吏現金出納簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

政府職員等失業者退職手
当

政府職員等失業者退職手
当関係

庶務 経理・出納 政府職員等失業者退職手当関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 基準給与簿 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

システム システム関係 庶務 ハローワークシステ
ム

システム関係 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

中央職業安定監察 中央職業安定監察 庶務 中央職業安定監察 中央職業安定監察 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票・休業開始時賃金月
額証明書

育児休業給付受給資格確
認票・休業開始時賃金月
額証明書

雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票・休業開始時賃
金月額証明書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 育児休業給付追給入力票 雇用保険適
用

育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 休業開始時賃金月額証明
書

休業開始時賃金月額証明
書

雇用保険適
用

介護休業給付 休業開始時賃金月額証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 「同居の親族」雇用実態証
明書

「同居の親族」雇用実態証
明書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 「同居の親族」雇用実態証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員被保険者資格要
件証明書

兼務役員被保険者資格要
件証明書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 兼務役員被保険者資格要件証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号・変更届出書 個人番号・変更届出書 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 個人番号・変更届出書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る
取り下げ

雇用保険被保険者に係る
取り下げ願

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る取り下げ願 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 喪失未処理・期間重複に
係る確認依頼

喪失未処理・期間重複に
係る確認依頼簿

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 喪失未処理・期間重複に係る確認依頼簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者期間等
証明書

雇用保険被保険者期間等
証明書

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者期間等証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届・資格喪失届・転勤
届・個人番号登録届光ディ
スク等提出用総括票

雇用保険被保険者資格取
得届・資格喪失届・転勤
届・個人番号登録届光ディ
スク等提出用総括票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届・
転勤届・個人番号登録届光ディスク等提出用総
括票

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失及び適用事業所廃止の
職権確認

雇用保険被保険者資格喪
失及び適用事業所廃止の
職権確認

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失及び適用事業所
廃止の職権確認

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険適
用

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳データ取消
票

被保険者台帳データ取消
票

雇用保険適
用

雇用被保険者資格 被保険者台帳データ取消票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険適
用

雇用保険トータル
システム事務処理
要領通知

0番キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 廃止みなし処理関係綴 廃止みなし処理関係綴 雇用保険適
用

雇用保険事業 廃止みなし処理関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険適
用

証明 雇用保険被保険者離職証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 離職票再交付申請 離職票再交付申請 雇用保険適
用

証明 離職票再交付申請 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険未手続事業所関
係

雇用保険未手続事業所関
係

雇用保険適
用

適用 雇用保険未手続事業所関係（） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

労働保険適用 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

労働保険適用徴収関係書
類送付書

雇用保険適
用

適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴（） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力
票

教育訓練給付金追給入力
票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険給
付

支給 追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険給
付

支給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 特別措置等変更票 雇用保険給
付

支給 特別措置等変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険給
付

支給 雇用保険追加給付関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 雇用保険給付 雇用保険給付関係書類 雇用保険給
付

文書 雇用保険給付関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者 障害者関係 専門援助 障害者雇用対策 障害者関係綴（・） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 移行推進事業 移行推進事業関係 専門援助 障害者雇用対策 移行推進事業関係(・） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

専門援助 特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係業務報告
（・）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務予定伺・実績報
告書

超過勤務予定伺・実績報
告書

庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 6 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

外国人雇用対策 外国人労働者 外国人労働者関係 企業支援 外国人雇用対策 外国人労働者関係 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 各種例規 各種例規 庶務 例規 各種例規綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察等に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察 庶務 雇用保険監察 雇用保険監察 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票・六十歳到達
時賃金証明書

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票・六十歳到達
時賃金証明書

雇用保険適
用

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・六十歳
到達時賃金証明書

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険継続給付受給 離職証明書・六十歳到達
時賃金月額証明書・休業
開始時賃金月額証明書記
載内容の訂正

離職証明書・六十歳到達
時賃金月額証明書・休業
開始時賃金月額証明書記
載内容の訂正願

雇用保険適
用

証明 離職証明書・六十歳到達時賃金月額証明書・
休業開始時賃金月額証明書記載内容の訂正
願

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第２号関係）及
び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第２号関係）及
び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１条の２の７第２号関
係）及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第２号関係）支
給申請書

教育訓練給付金（第１０１
条の２の７第２号関係）支
給申請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第１０１条の２の７第２号関
係）支給申請書

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

職業相談第
二

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者登録状況変更一覧
表

障害者登録状況変更一覧
表

専門援助 総合的雇用情報シ
ステム事務処理要
領

障害者登録状況変更一覧表 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

雇用保険給
付

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長申請書 20 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 発議文書台帳 発議文書台帳 庶務 文書 発議文書台帳 30 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理簿（備品） 物品管理簿（備品） 庶務 物品管理 物品管理簿（備品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理簿（消耗品） 物品管理簿（消耗品） 庶務 物品管理 物品管理簿（消耗品） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理表（備品） 物品管理表（備品） 庶務 物品管理 物品管理表（備品） 常用 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理 職員の勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

日雇労働者職業紹介関係業
務　通達

各種報告 各種報告関係 専門援助（日
雇対策）

日雇労働者職業紹
介関係業務報告

各種報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書 障害者求職申込書 専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者求職申込
書関係）

障害者求職申込書（障害者現況調査） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就職及び雇
用継続の促進に向けた支
援事業、発達障害者の就
職及び雇用継続の促進に
向けた支援事業、医療連

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（精神障害者の就
労支援に関する事
項）

精神障害者の就労支援に関する事項（精神障
害者雇用トータルサポーター関係）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告関係

電気・水道・ガス使用実績
報告

管理 光熱費使用実績報
告

電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介関係 障害者等採否通知書 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書関係

求職申込書及び求職申込書に類する文書【学
卒関係】

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書関係

求職申込書及び求職申込書に類する文書（外
国人）

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書関係

求職申込書及び求職申込書に類する文書（専
門援助部門資格決定者）

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書関係

求職申込書及び求職申込書に類する文書（生
活保護受給者等）

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書関係

求職申込書及び求職申込書に関する文書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（学卒関係）【採用】 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（学卒関係）【否】 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（外国人）採用 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（生活保護受給者等）採用 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（生活保護受給者等）不採用 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（障害者等）【採用】 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書（障害者）【不採用】 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議 障害者雇用連絡会議関係
文書

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者雇用連絡
会議関係）

障害者雇用連絡会議関係文書 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 育児又は介護状況変更届 管理 職員の勤務時間 育児又は介護状況変更届 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係綴 管理 職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

半田公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 管理 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

管理 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌 管理 事務分掌 事務分掌綴 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務関係業務報告 各種報告関係 各種報告関係 管理 庶務関係業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

業務月報・年報（安定所
分）

統計調査 統計調査（職業安
定）

業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書関係

学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

職業紹介 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業事業報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業適性検査関係書類関
係

職業適性検査関係書類 職業紹介 若年者雇用 職業適性検査関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票関係 中卒用職業相談票 職業紹介 若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票関係 中卒用職業相談票 職業紹介 若年者雇用 中卒用職業相談票（職業紹介関係） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票関係 中卒用職業相談票 職業紹介 若年者雇用 中卒用職業相談票（応募関係） 3 － 廃棄

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係綴 職業紹介 若年者雇用 学卒業務会議関係綴【高校打ち合わせ会議】 3 － 廃棄

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係綴 職業紹介 若年者雇用 学卒業務会議関係綴【中学打ち合わせ会議】 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）関
係

新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

職業紹介 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報第２
号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第3号）関係

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第3号）

職業紹介 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報第3号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者の地域別就職
等状況報告（年報）

職業紹介 若年者雇用 新規学卒者の地域別就職等状況報告（年報） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況
報告（年報）

職業紹介 若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況報告（年報） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果
（中学校も含む）関係

高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果
（中学校も含む）

職業紹介 若年者雇用 高等学校における職業意識形成支援事業実施
結果（中学校も含む）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 高卒用職業相談票関係 高卒用職業相談票 職業紹介 若年者雇用 高卒用職業相談票（障害者等新規卒業者応募
書類関係）

3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第4号）関係

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第4号）

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第4号）

3 － 廃棄

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 ナビゲーターの活動実績
報告

ナビゲーターの活動実績
報告

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

ナビゲーターの活動実績報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告関係

定着支援の実施等の状況
報告

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

定着支援の実施等の状況報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

学卒関係業務報告 各種報告 各種報告関係 職業紹介 学卒関係業務報告 各種報告関係【定例業務報告】 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

新規学校卒業者業務会議 各種会議 各種会議 職業紹介 新規学校卒業者業
務会議

各種会議 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介関係 障害者等職業訓練受講指示・推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
受講推薦通知書）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
受講指示）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練校会議業務復命書 各種復命書 各種復命書 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 訓練校会議復命書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（名古屋高
等技術専門校（文書））

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（ポリテクセ
ンター名古屋港）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（ポリテクセ
ンター中部）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

訓練関係業務報告 各種報告 各種報告関係 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 訓練関係報告 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（東三河高
等技術専門校）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（岡崎高等
技術専門校）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（その他県
外の訓練）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（その他県
内の訓練（介護労働安定センター））

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
修了相談）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（訓練関係
報告）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
修了後手当の判定について）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（名古屋高
等技術専門校（願書送付））

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（障害者） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人内容に関する申出等受
付・連絡業業務報告

各種報告 各種報告関係 職業紹介業
務の実施に関
すること

求人内容に関する
申出等受付・連絡
業業務報告

各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人充足・マッチング業務会
議

各種会議 各種会議 職業紹介業
務の実施に関
すること

求人充足・マッチン
グ業務会議

各種会議 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

就職面接会業務復命書 各種復命書 各種復命書 職業紹介業
務の実施に関
すること

就職面接会業務復
命書

各種復命書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

福祉業界就職面接会復命書 各種復命書 各種復命書 職業紹介業
務の実施に関
すること

福祉業界就職面接
会復命書

各種復命書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人開拓関係復命書 各種復命書 各種復命書 職業紹介業
務の実施に関
すること

求人開拓関係復命
書

各種復命書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介関係業務報告 各種報告 各種報告関係 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介関係
業務報告

各種報告関係（専門援助部門） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職場実習関係業務関係報告
関係

各種報告 各種報告関係 職業紹介業
務の実施に関
すること

職場実習関係業務
関係報告関係

職場実習関係業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策（障害者職
業紹介関係）関係復命書

各種復命書 各種復命書 専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者関係復命書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書 障害者求職申込書 専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者求職申込
書関係）

障害者求職申込書（障害者求職者台帳移管） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者業務報告 各種報告 各種報告関係 専門援助(障
害者）

障害者業務報告 障害者業務報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

専門援助 求職者支援 就職支援計画書関係書類（職業訓練受講給付
金にかかるサンプリング調査）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

専門援助 求職者支援 就職支援計画書関係書類（求職者支援制度
（就職氷河期世代関係訓練））

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

専門援助 求職者支援 就職支援計画書関係書類（求職者支援制度） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

専門援助 高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況等報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修事業業務

外国人就労・定着支援研
修事業業務関係文書

専門援助（外
国人雇用対
策）

外国人雇用対策
（外国人就労・定着
支援研修事業業務
関係）

外国人就労・定着支援研修事業業務関係文書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策業務　報告 各種報告 各種報告関係 専門援助（外
国人雇用対
策）

外国人雇用対策業
務　報告

各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

生活保護受給者等就労自立
促進事業関係業務　報告

各種報告 各種報告関係 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

生活保護受給者等
就労自立促進事業
関係業務　報告

各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考業務会議 各種会議 各種会議 公正採用選
考

公正採用選考業務
会議

各種会議 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 勤務時間関係 週休日の振替命令簿 管理 職員の勤務時間 週休日の振替命令簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 勤務時間関係 代休日指定簿 管理 職員の勤務時間 代休日指定簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 休暇簿関係 年次休暇 管理 職員の勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 休暇簿関係 病気・特別休暇 管理 職員の勤務時間 病気・特別休暇 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
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表第２の該
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措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 非常勤職員関係 非常勤職員関係 管理 職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 物品管理替通知書関係 物品管理替通知書 管理 物品管理 物品管理替通知書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 物品取得・修繕関係 物品取得・修繕伺 管理 物品管理 物品取得・修繕伺 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 物品請求書関係 物品請求書 管理 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 物品増減及び現在額報告
書関係

物品増減及び現在額報告
書

管理 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 物品不用決定関係 物品不用決定関係 管理 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 旅行命令簿 旅行命令簿 管理 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 支給関係 基準給与簿 管理 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 支給関係 職員別給与簿 管理 職員の給与 職員別給与簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 給与等（修正）報告関係 給与等（修正）報告書 管理 職員の給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 給与払出決議書関係 給与払出決議書 管理 職員の給与 給与払出決議書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 管理 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 管理 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 特殊取扱郵便等受付送付
簿

特殊取扱郵便等受付送付
関係

管理 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 郵便物発送関係 郵便物発送簿 管理 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 郵便料金表示額記録関係 郵便料金表示額記録簿 管理 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 情報セキュリティ関係等 取扱注意文書_電磁的記録
媒体管理簿

管理 情報セキュリティ関
係

取扱注意文書_電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

管理 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

管理 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出許可簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達 　情報セキュリティ関係文
書

管理 庶務関係業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 会計関係各種報告書報告 会計関係検査書綴 会計検査 会計検査（安定所） 会計検査、監査、受検関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 中央職業安定行政監察等 中央職業安定行政監察関
係文書

中央職業安
定行政監察
等に関する事
項

中央職業安定行政
監察関係

中央職業安定行政監察等関係文書 5 － 廃棄

学卒関係に係る事項 学卒関係業務通達 各種通達 各種通達 職業紹介 学卒関係業務通達 各種通達綴【大学等関係】 5 － 廃棄

学卒関係に係る事項 学卒関係業務通達 各種通達 各種通達 職業紹介 学卒関係業務通達 各種通達綴【高校関係】 5 － 廃棄

学卒関係に係る事項 学卒関係業務通達 各種通達 各種通達 職業紹介 学卒関係業務通達 各種通達綴【学卒関係】 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 若年者雇用業務通達関係 若年者雇用業務通達 職業紹介 若年者雇用業務通
達

各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係
文書

国家公務員
退職手当法
（失業者の退
職手当）

国家公務員退職手
当法（失業者の退
職手当）関係

国家公務員退職手当法（失業者の退職手当）
関係文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

職業安定 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者
等雇用開発コース）支給関係文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

職業安定 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金支給関係文書（特
定就職困難者コース

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

職業安定 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難
治性疾患患者雇用開発コース）支給関係文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用助成金支給
関連（障害者トライアル
コース・障害者短時間トラ
イアルコース）

職業安定 雇用関係助成金 トライアル雇用助成金支給関連（障害者トライア
ルコース・障害者短時間トライアルコース）

5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達関係 各種通達 職業安定 雇用関係助成金業
務　通達

各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達関係 各種通達 職業安定 雇用関係助成金業
務　通達

各種通達綴（生活保護受給者等雇用開発コー
ス）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 ハローワーク評価関係 公共職業安定所のマッチ
ング機能に関する業務の
評価・改善の取組（ハロー
ワーク評価）に関する文書

職業安定 ハローワーク評価
関係

公共職業安定所のマッチング機能に関する業
務の評価・改善の取組（ハローワーク評価）に
関する文書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 一般職業関係書類（ジョブカード関係） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業紹介業
務の実施に関
すること

一般職業紹介 一般職業関係書類（職業訓練関係） 5 － 廃棄

職業紹介業務の実施に関
することに係る事項

職業紹介事業報告 各種通達 各種通達 職業紹介業
務の実施に関
すること

職業紹介業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画認定関係 再就職援助計画認定関係
文書

職業紹介業
務の実施に関
すること

再就職援助計画認
定関係

再就職援助計画認定関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

再就職援助計画業務報告 各種報告 各種報告関係 職業紹介業
務の実施に関
すること

再就職援助計画業
務報告関係

再就職援助計画業務報告関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動関係 大量雇用変動関係文書 職業紹介業
務の実施に関
すること

大量雇用変動関係 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者職業紹介関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者職業紹介関係文書（重度判定関係） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者職業紹介関係（障害者面接会）【半田所
主催】

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者職業紹介関係（障害者面接会）【局主
催】

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（障害者職業紹介
関係）

障害者職業紹介関係（大卒等面接会） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達 各種通達 専門援助(障
害者）

障害者雇用対策業
務通達

各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達 各種通達 専門援助(障
害者）

障害者業務通達 障害者関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 精神障害者の就労支援に
関する事項（助成金を除く）

精神障害者の就職及び雇
用継続の促進に向けた支
援事業、発達障害者の就
職及び雇用継続の促進に
向けた支援事業、医療連

専門援助(障
害者）

障害者雇用対策
（精神障害者の就
労支援に関する事
項）

精神障害者の就労支援に関する事項（精神障
害者雇用トータルサポーター活動状況報告書） 

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達 各種通達 専門援助 高齢者雇用対策業
務通達

各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 各種通達 各種通達 専門援助 障害者雇用対策 障害者雇用対策関係通達綴（雇用指導） 5 － 廃棄

外国人雇用対策に係る事
項

外国人雇用対策業務　通達 各種通達 各種通達 専門援助（外
国人雇用対
策）

外国人雇用対策業
務　通達

各種通達綴 5 － 廃棄

外国人雇用対策に係る事
項

外国人雇用対策業務　通達 各種通達 各種通達 専門援助（外
国人雇用対
策）

外国人雇用対策業
務　通達

各種通達綴（専門援助部門） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業実施報告

専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

特定離職者雇用対
策（生活保護受給
者等就労自立促進
事業関係）

生活保護受給者等就労自立促進事業関係文
書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

刑務所出所者等就労支援事
業関係業務報告

各種報告 各種報告関係 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

特定離職者雇用対
策（刑務所出所者
等就労支援事業関
係業務報告関係）

刑務所出所者等就労支援事業関係業務報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

駐留軍関係離職者関係業務
報告

各種報告 各種報告関係 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

特定離職者雇用対
策（駐留軍関係離
職者関係業務報告
関係）

駐留軍関係離職者関係業務報告 5 － 廃棄

生活保護受給者等就労自
立促進事業関係業務に係
る事項

生活保護受給者等就労自立
促進事業関係業務通達

各種通達 各種通達 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

生活保護受給者等
就労自立促進事業
関係業務　通達

各種通達綴 5 － 廃棄

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務に係る事項

刑務所出所者等就労支援事
業関係業務通達

各種通達 各種通達 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

刑務所出所者等就
労支援事業関係業
務通達

各種通達綴 5 － 廃棄

駐留軍関係離職者関係業
務に係る事項

駐留軍関係離職者関係業務
通達

各種通達 各種通達 専門援助（特
定離職者等
雇用対策）

駐留軍関係離職者
関係業務　通達

各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選
考

公正採用選考人権
啓発推進員選任状
況等報告関係

公正採用選考人権啓発推進員専任状況等報
告

5 － 廃棄

公正採用選考業務に係る
事項

公正採用選考業務通達 各種通達 各種通達 公正採用選
考

公正採用選考業務
通達

各種通達綴 5 － 廃棄

日雇労働者職業紹介関係
業務に係る事項

日雇労働者職業紹介関係業
務　通達

各種通達 各種通達 専門援助（日
雇対策）

日雇労働者職業紹
介関係業務　通達

各種通達綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書
関係

保険関係成立届関係文書 雇用保険 雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 管理 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

情報セキュリティに関する
事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 管理 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ関係文書 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 雇用保険監
察に関する事
項

雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請書関係

職業訓練受講給付金支給
申請書関係書類

専門援助 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請書関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請書関係

職業訓練受講給付金支給
申請書関係書類

専門援助 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請書関係書類（求
職者支援訓練受講申込・事前審査書）

10 － 廃棄

高齢者雇用対策に係る事
項

高齢者雇用対策業務通達 各種通達 各種通達 専門援助 高齢者雇用対策 高年齢者雇用対策関係通達（雇用指導） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届関係 高年齢者多数離職届 専門援助 高齢者雇用対策 高年齢者多数離職届 5 － 廃棄

外国人雇用対策に係る事
項

外国人雇用対策業務通達 各種通達 各種通達 専門援助 外国人雇用対策 外国人雇用対策関係通達綴（雇用指導） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度 外国人雇用状況届出制度
関係文書

専門援助 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）

職業紹介 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 未定

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算の執行について 庶務 経理・出納 予算の執行について 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行関係(旅費） 庶務 経理・出納 予算執行関係(旅費） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 復命書 企業支援・専
門援助

復命 復命書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書、旅行命

各検査証交付・返納等及
び出納官吏・収入官吏等
任免関係綴

庶務 文書 各検査証交付・返納等及び出納官吏・収入官
吏等任免関係綴

1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 行政文書ファイル・公印管
理

行政文書ファイル／公印
関係綴

庶務 文書 行政文書ファイル/公印管理関係 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 行政事務・行政体制検討 行政事務簡素化・行政体
制検討委員会関係綴

庶務 文書 行政事務簡素化・行政体制検討委員会関係綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務通知 各種通知 業務関係通知綴 庶務 文書 業務関係通知綴 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 司法関係機関等照会 司法関係機関等照会関係
綴

庶務 文書 司法関係機関等照会関係綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務統計関係 業務統計関係 庶務 文書 業務統計関係 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報 特定個人情報関係綴 庶務 庶務 特定個人情報関係綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務通達 各種通達 庶務関係綴 庶務 庶務 庶務関係綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 各種報告 自主点検表 庶務 庶務 自主点検表 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務通達 メンタルヘルス メンタルヘルス関係綴 庶務 庶務 メンタルヘルス関係 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報管理 個人情報管理関係綴 庶務 庶務 個人情報管理関係綴 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 庶務 庶務 人事関係綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 庁舎管理 庁舎管理簿 庶務 庶務 庁舎管理簿 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 各種報告 ハローワークシステム等関
係綴（ユーザー一括申請
書及び点検報告書）

庶務 庶務 ハローワークシステム等関係綴（ユーザー一括
申請書及び点検報告書）

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム アクセス記録確認・印刷帳
票確認関係

アクセス記録確認・印刷帳
票確認綴

庶務 庶務 アクセス記録確認・印刷帳票確認綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 各種報告 贈与等報告書 庶務 庶務 贈与等報告書 1 － 廃棄

瀬戸公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務通達 ハラスメント ハラスメント関係 庶務 庶務 ハラスメント関係 1 － 廃棄

情報セキュリティポリシーに
関する事項

情報セキュリティポリシー関
係

情報セキュリティポリシー 情報セキュリティポリシー
関係綴

庶務 庶務 情報セキュリティポリシー関係綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 庁舎整備 庁舎整備計画関係綴 庶務 庶務 庁舎整備計画関係 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 会議室使用 会議室使用実績簿 庶務 庶務 会議室使用実績簿 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 庁舎管理 機械警備記録簿 庶務 庶務 機械警備記録簿 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 庁舎管理 庁舎管理簿（休日用） 庶務 庶務 庁舎管理簿（休日用） 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 各種起案 各種起案関係綴り（庶務関
係）

庶務 庶務 各種起案関係綴り（庶務関係） 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 業務運営基本計画 業務運営基本計画 庶務 庶務 業務運営基本計画 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 所長ヒアリング 所長ヒアリング関係 庶務 庶務 所長ヒアリング関係 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務業務関係通達 システム 共同支援システム関係綴 庶務 庶務 共同支援システム関係綴 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 土曜開庁応援 土曜開庁応援勤務関係 庶務 庶務 土曜開庁応援勤務関係 1 － 廃棄

職業安定行政の実施に関
する事項

ハローワーク評価に関するこ
と

ハローワーク評価 公共職業安定所のマッチ
ング機能に関する総合評
価

庶務 庶務 公共職業安定所のマッチング機能に関する総
合評価(PDCA)

5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステム関係 ハローワークシステムファ
イル転送機能利用管理簿
関係

ハローワークシステムファ
イル転送機能利用管理簿

庶務 庶務 ハローワークシステムファイル転送機能利用管
理簿

1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

節電対策関係綴 庶務 庶務 節電対策関係 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務業務関係通知 葬儀・育英資金 雑件（葬儀・育英資金） 庶務 庶務 雑件（葬儀・育英資金） 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 国民の皆様の声/ご意見
箱確認

国民の皆様の声/ご意見
箱確認関係綴

庶務 庶務 国民の皆様の声/ご意見箱確認関係綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 幹部会議 幹部会議綴 庶務 庶務 幹部会議綴 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務業務関係通達 システム システム関係綴 庶務 庶務 システム関係綴り 1 － 廃棄

22 文書管理等 廃棄・削除関係 廃棄・削除記録簿 廃棄・排除記録簿 庶務 庶務 廃棄・排除記録簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告

電気・ガス・水道使用量検
収報告書綴

庶務 経理・出納 電気・ガス・水道使用量検収報告書綴 1 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

各種検収 各種検収簿 庶務 経理・出納 各種検収簿 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 ハローワークサービス ハローワークサービス関係 庶務 業務報告 ハローワークサービス関係 5 － 廃棄

雇用情勢に関する事項 統計調査（職業安定） 雇用失業情勢報告 雇用失業情勢報告 庶務 業務報告 雇用失業情勢報告 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給要件
照会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）

個人番号登録・変更届出
書

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票関係

被保険者台帳ヘッダー変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更等票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る
再交付申請書関係

雇用保険被保険者に係る
再交付申請書（各種）

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る再交付申請書（各種） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能関係書類綴 振込不能関係書類綴 雇用保険 雇用保険事業 年振込不能関係書類綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 給付 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 給付 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 雇用保険 給付 回収・返還入力票 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

職業相談 一般職業紹介 求職申込書及び求職申込書に類する書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求職票関係 求職票 職業相談 一般職業紹介 求職票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書 職業相談 一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 職業紹介関係雑件綴 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係雑件綴 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

各種リーフレット・パンフ
レット等雑件関係

各種リーフレット・パンフ
レット等雑件綴

職業相談 一般職業紹介 各種リーフレット・パンフレット等雑件綴 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介雑件綴 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介雑件綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 愛知県立名古屋高等技術
専門校　パンフレット関係

愛知県立名古屋高等技術
専門校　パンフレット

職業相談 職業訓練 愛知県立名古屋高等技術専門校パンフレット 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 訓練関係起案文書 職業相談 職業訓練 求職者支援訓練修了者名簿就職状況報告書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求職者支援訓練　パンフ
レット・リーフレット関係

求職者支援訓練　パンフ
レット・リーフレット

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練パンフレット・リーフレット 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 技能検定その他講習関係 技能検定その他講習等 職業相談 職業訓練 技能検定その他講習等 1 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

企業支援・専
門援助

雑件 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録

1 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌 事務分掌綴 庶務 文書 事務分掌綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 各種報告 各種報告綴 庶務 庶務 各種報告綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 各種会議 各種会議綴 庶務 庶務 各種会議綴（職員研修） 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防犯・防災関係綴 庶務 庶務 防犯・防災関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 各種保険関係綴 庶務 庶務 各種保険関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張
関係

海外渡航承認申請書 庶務 庶務 海外渡航承認申請書 3 － 廃棄

職業紹介に関する事項 職業紹介事業報告 産業雇用連絡協議会 瀬戸・尾張旭雇用対策推
進協議会綴

庶務 庶務 瀬戸・尾張旭雇用対策推進協議会 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 職場内研修 職場内研修関係綴 庶務 庶務 職場内研修関係綴 3 － 廃棄

雇用保険に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

定例業務統計（雇用保険）
月報

庶務 業務月報 定例業務統計（雇用保険）月報 3 － 廃棄

職業紹介に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

定例業務統計（職業紹介）
月報

庶務 業務月報 定例業務統計（職業紹介）月報 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 給与等（修正）報告 給与等（修正）報告書・扶
養親族異動状況報告書

庶務 給与 給与等（修正）報告書・扶養親族異動状況 3 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務報告 各種報告 定例業務報告綴 庶務 業務報告 定例業務報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給関係 介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係） 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書関係

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

被保険者台帳トレーラー変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更等票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止
届関係

雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険 雇用保険事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申
請書関係

雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険 雇用保険事業 雇用保険事業所非該当申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書関係

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目等変更票関係

高年齢雇用継続給付基本
項目等変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目等変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書関係

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 雇用保険関係通達関係 雇用保険関係通達綴 雇用保険 雇用保険関係通達
綴

雇用保険関係通達綴 3 － 廃棄

雇用保険業務に関する事
項

雇用保険関係業務報告 各種報告関係 各種報告関係 雇用保険 雇用保険業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

調査対象者一覧表 要調査一覧メッセージ（基
本手当再就職手当高年齢
雇用継続給付育児・介護
休業給付）

雇用保険 ハローワークシステ
ム

要調査一覧メッセージ（基本手当再就職手当高
年齢雇用継続給付育児・介護休業給付）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

失業認定申告書・高年齢
受給資格失業認定申告
書・特例受給資格者失業
認定申告書

雇用保険 給付 失業認定申告書・高年齢受給資格失業認定申
告書・特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 給付 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険 給付 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険 給付 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 給付 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 給付 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度手当支給申
請書

雇用保険 給付 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 給付 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 給付 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書
関係

未支給失業等給付請求書 雇用保険 給付 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費支給申請
書

求職活動支援費支給申請
書

雇用保険 給付 求職活動支援費支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険 給付 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法 国家公務員退職手当法関
係

国家公務員退職手当法関
係

雇用保険 国家公務員退職手
当法（失業者の退
職手当）

国家公務員退職手当法関係 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給関係書類 雇用保険 不正受給関係 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 自己就職者調査関係 自己就職者調査関係 雇用保険 不正受給関係 自己就職者調査関係 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 処分対象者外関係 処分対象者外関係 雇用保険 不正受給関係 処分対象者外関係 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 正当処分関係 正当処分関係 雇用保険 不正受給関係 正当処分関係 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 要調査以外関係 要調査以外関係 雇用保険 不正受給関係 要調査以外関係 3 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 他所調査依頼関係 他所調査依頼関係 雇用保険 不正受給関係 他所調査依頼関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

指導監督（職業紹介） 苦情処理（職業紹介事業） 求人内容に関する申出等
受付・連絡票

職業相談 一般職業紹介 求人内容に関する申出等受付・連絡票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 紹介関係起案文書 職業相談 一般職業紹介 紹介関係起案文書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 紹介関係復命書 職業相談 一般職業紹介 紹介関係復命書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 定例業務報告 職業相談 一般職業紹介 定例業務報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 職業紹介業務運営計画関
係綴

職業相談 一般職業紹介 職業紹介業務運営計画関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

トライアル実施計画書関係
綴

職業相談 一般職業紹介 トライアル実施計画関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

トライアル雇用実施状況報
告書

職業相談 一般職業紹介 トライアル雇用実施状況報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

トライアル雇用実施結果報
告書関係

職業相談 一般職業紹介 トライアル雇用実施結果報告書関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 紹介関係 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

業務取扱状況関係 業務取扱状況関係綴 職業相談 一般職業紹介 業務取扱状況関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

トライアル関係
 

トライアル関係綴
 

職業相談 一般職業紹介 トライアル関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

就職支援プログラム事業
関係

就職支援プログラム事業 職業相談 一般職業紹介 就職支援プログラム事業 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

重点課題対策プロジェクト
関係

重点課題対策プロジェクト 職業相談 一般職業紹介 重点課題対策プロジェクト 3 － 廃棄

職行安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

オンライン職業相談関係 オンライン職業相談 職業相談 一般職業紹介 オンライン職業相談 3 － 廃棄

職行安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職者支援セミナー関係 求職者支援セミナー関係
綴

職業相談 一般職業紹介 求職者支援セミナー関係綴 3 － 廃棄

職行安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 ハローワークシステム関係 職業相談 一般職業紹介 ハローワークシステム関係 3 － 廃棄

一般職業紹介業務に係る
事項

一般職業紹介関係業務 幹部会関係 幹部会関係綴 職業相談 一般職業紹介 幹部会関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
る事項

ホムページ印刷プロジェク
ト関係

ホムページ印刷プロジェク
ト

職業相談 一般職業紹介 ホームページ印刷プロジェクト 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
る事項

就職ガイドブック（就職へ
の歩み)

就職ガイドブック（就職へ
の歩み)

職業相談 一般職業紹介 就職ガイドブック（就職への歩み） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議 起案　学卒関係 職業相談 若年者雇用 学卒関係起案 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 ジョブサポーター活動実績
報告

学卒報告関係 職業相談 若年者雇用 学卒関係報告 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 学報第４号関係 学報第４号 職業相談 若年者雇用 学報第４号 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

学校等無料職業紹介事業
届出関係

職業相談 若年者雇用 学校等無料職業紹介事業届出関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果

職業意識形成事業 職業相談 若年者雇用 職業意識形成事業 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 就職ガイダンス事業関係 就職ガイダンス事業 職業相談 若年者雇用 就職ガイダンス事業 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 未来を生き抜く人材育成事
業（キャリア教育推進事業
関係）

未来を生き抜く人材育成事
業（キャリア教育推進事業
関係）

職業相談 若年者雇用 未来を生き抜く人材育成事業（キャリア教育推
進事業関係）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議 高等学校進路担当者　打
合会議

職業相談 若年者雇用 高等学校進路指導担当者打合せ会議 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 高等学校関係 高等学校関係 職業相談 若年者雇用 高等学校関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議 中学校進路担当者　打合
会議

職業相談 若年者雇用 中学校進路指導担当者打合せ会議 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用求人票関係 中卒用求人票 職業相談 若年者雇用 中卒用求人票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中学応募書類 職業相談 若年者雇用 中学校応募書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告

紹介就職者の定着状況
報告

職業相談 若年者雇用 紹介就職者の定着状況報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練関係報告 職業相談 職業訓練 職業訓練関係報告 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 公共職業訓練関係事務連
絡関係

公共職業訓練関係事務連
絡等

職業相談 職業訓練 公共職業訓練関係事務連絡等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 公共職業訓練　推薦通知
書

職業相談 職業訓練 公共職業訓練推薦通知書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 公共職業訓練　就職届出
書

職業相談 職業訓練 公共職業訓練受講生就職状況報告書・就職届
出書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 公共職業訓練終了後手当
支給に係るケース会議記
録

職業相談 職業訓練 公共職業訓練終了後手当支給に係るケース会
議記録

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 公共職業訓練終了後アン
ケート

職業相談 職業訓練 公共職業訓練終了後アンケート 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 愛知県立名古屋高等技術
専門校

職業相談 職業訓練 愛知県立名古屋高等技術専門校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 愛知県立名古屋高等技術
専門校　願書

職業相談 職業訓練 愛知県立名古屋高等技術専門校入校願書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 愛知県立名古屋高等技術
専門校　窯業校

職業相談 職業訓練 愛知県立名古屋高等技術専門校窯業校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 愛知県立名古屋高等技術
専門校　窯業校　訓練生向
けイベント関係

愛知県立名古屋高等技術
専門校　窯業校　訓練生向
けイベント

職業相談 職業訓練 愛知県立名古屋高等技術専門校窯業校訓練
生向けイベント

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 愛知県立岡崎高等技術専
門校

職業相談 職業訓練 愛知県立岡崎高等技術専門校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 愛知県立東三河高等技術
専門校

職業相談 職業訓練 愛知県立東三河高等技術専門校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 ポリテクセンター中部 職業相談 職業訓練 ポリテクセンター中部 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 ポリテクセンター岐阜 職業相談 職業訓練 ポリテクセンター岐阜 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 ポリテクセンター名古屋港 職業相談 職業訓練 ポリテクセンター名古屋港 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 介護労働講習関係 介護労働講習 職業相談 職業訓練 介護労働講習 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 他県公共職業訓練校 職業相談 職業訓練 他県公共職業訓練校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

求職者支援訓練関係 職業相談 職業訓練 求職者支援制度関係事務連絡等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金調査
活動計画・サンプリング調
査関係

職業訓練受講給付金調査
活動計画・サンプリング調
査

職業相談 職業訓練 職業訓練受講給付金調査活動計画・サンプリン
グ調査

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

求職者支援訓練受講申込
書

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練受講申込書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 求職者支援訓練 選考結果
通知書関係

求職者支援訓練 選考結果
通知書

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練選考結果通知書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 求職者支援訓練　受講者
アンケート

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練受講者アンケート 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練　不合格
関係

求職者支援訓練　不合格 職業相談 職業訓練 求職者支援訓練不合格 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

就職支援措置指示取消書 職業相談 職業訓練 求職者支援訓練就職支援措置指示取消書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練ニーズ等に関す
るアンケート調査票

職業相談 職業訓練 職業訓練ニーズ等に関するアンケート調査票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 （就職氷河期関係訓練）不
安定就労者再チャレンジ支
援事業関係

（就職氷河期関係訓練）不
安定就労者再チャレンジ支
援事業

職業相談 職業訓練 （就職氷河期関係訓練）不安定就労者再チャレ
ンジ支援事業

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 （就職氷河期関係訓練）短
期資格等習得コース事業
関係

（就職氷河期関係訓練）短
期資格等習得コース事業

職業相談 職業訓練 （就職氷河期関係訓練）短期資格等習得コース
事業

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 建築労働者育成支援事業
関係

建築労働者育成支援事業 職業相談 職業訓練 建築労働者育成支援事業 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 訓練関係起案 職業相談 職業訓練 職業訓練起案 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人労働者関係 外国人労働者関係 企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人労働者関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介関係 障害者職業紹介 障害者関係 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介関係 職業紹介 職業紹介関係書類 企業支援・専
門援助

専門援助関係 職業紹介関係 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業

刑務所出所者等就労支援
事業関係

企業支援・専
門援助

専門援助関係 刑務所出所者等就労支援事業関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係帳票

生活保護受給者等就労支
援関係

企業支援・専
門援助

専門援助関係 生活保護受給者等就労支援関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務
報告

公正採用選考等関係業務
報告

企業支援・専
門援助

公正採用選考関係 公正採用選考人権啓発関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労働派遣・有料職業紹介 労働派遣・有料職業紹介 労働派遣・有料職業紹介 企業支援・専
門援助

民間需給調整関係 労働派遣・有料職業紹介関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

住居喪失離職者等対策 住宅手当・総合支援資金 住宅手当・総合支援資金 企業支援・専
門援助

住宅手当・総合支
援資金関係

管理台帳・連絡票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

各種助成金 各種助成金 企業支援・専
門援助

各種助成金関係 各種助成金関係（通知） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇調金関係（通知） 企業支援・専
門援助

雇調金関係 雇調金関係（通知） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用指導・企業情報 事業所指導 事業所指導関係 企業支援・専
門援助

雇用指導・企業情
報

事業所指導関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介関係 求人 求人関係書類 企業支援・専
門援助

求人関係 求人関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介関係 就職面接会 就職面接会関係 企業支援・専
門援助

就職面接会関係 就職面接会関係 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

業務連絡関係 通達 学卒関係 企業支援・専
門援助

学卒関係 学卒関係 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

業務連絡関係 通達 事務連絡 企業支援・専
門援助

事務連絡（その他） 事務連絡（その他） 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

業務連絡関係 業務運営 業務運営関係 企業支援・専
門援助

業務運営・監察 業務運営関係 3 － 廃棄

求人情報・統計に関する事
項

統計関係 情報・統計 情報・統計 企業支援・専
門援助

情報・統計・冊子等 求人情報・統計資料 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

総合的雇用情報システム システム システム関係 企業支援・専
門援助

システム・組織 システム関係 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等収受 特殊取扱郵便等収受簿 庶務 文書 特殊取扱郵便等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 金券（郵便）等処理関係 金券（郵便）処理簿 庶務 文書 金券（郵便）処理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 簡易文書発送簿関係 簡易文書発送簿 庶務 文書 簡易文書発送簿 5 － 廃棄

13,15 職員の人事及び予算決算
に関する事項

職員の出張、歳入及び歳出
の決算報告書並びに国の債
務に関する計算書の作成そ
の他の決算に関する重要な
経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算請求書・旅行命
令簿

庶務 勤務時間 旅費精算請求書・旅行命令簿（委員等旅費） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 給付調査官勤務予定報告
書

庶務 勤務時間 給付調査官勤務予定報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 特別・病気休暇確認書類 庶務 勤務時間 特別・病気休暇確認書類（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書（賃金職
員・講師謝金）

庶務 勤務時間 勤務時間報告書（賃金職員・講師謝金） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 非常勤職員関係（勤務状
況報告）

庶務 勤務時間 非常勤職員関係（勤務状況報告） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務予定伺・実績報
告書

庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 育児時間承認請求書・休
憩時間変更事由届関係

育児時間承認請求書・休
憩時間変更事由届

庶務 勤務時間 育児時間承認請求書・休憩時間変更事由届 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 勤務時間 旅行命令簿（職員旅費） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 庶務 勤務時間 非常勤職員 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務実績報告書・超
過勤務等命令簿

庶務 勤務時間 超過勤務実績報告書・超過勤務等命令簿（相
談員）

6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 非常勤職員出勤予定表 庶務 勤務時間 非常勤職員出勤予定表 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 職員の出張 出張予定書関係 出張予定書 庶務 勤務時間 出張予定書（業務命令による外出） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 通勤手当認定簿・通勤届 庶務 諸手当 非常勤職員通勤手当認定簿・通勤届 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅費 旅費関係綴 庶務 諸手当 旅費関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 通勤手当認定簿・通勤届 庶務 諸手当 職員通勤手当認定簿・通勤届 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 各種検査報告書 庶務 物品管理 各種検査報告書(1) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 各種検査報告書 庶務 物品管理 各種検査報告書(2) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品関係綴消耗品要求書 庶務 物品管理 物品関係綴消耗品要求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品関係綴消耗品要求書
システム・帳票関係

庶務 物品管理 物品関係綴消耗品要求書システム・帳票関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理関係 物品関係綴 庶務 物品管理 物品関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係 不用決定関係綴 庶務 物品管理 不用決定関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品関係綴（ガソリン取得
請求書）

庶務 物品管理 物品関係綴（ガソリン取得請求書） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理換通知書　一般
会計

庶務 物品管理 物品管理換通知書一般会計 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品請求・払出書　特別会
計

庶務 物品管理 物品請求・払出書特別会計 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理換通知書　特別
会計

庶務 物品管理 物品管理換通知書特別会計 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品請求・払出書　一般会
計

庶務 物品管理 物品請求・払出書一般会計 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 修繕要求書 庶務 物品管理 修繕要求書（国有財産・物品） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理換命令書 庶務 物品管理 物品管理換命令書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品返納命令書・物品受
領命令書

庶務 物品管理 物品返納命令書・物品受領命令書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書 出張予定書 庶務 庶務 出張予定書（職員旅費） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 共済関係綴 庶務 庶務 共済関係（No.1） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 非常勤職員関係綴 庶務 庶務 非常勤職員関係【賃金職員】任用 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 非常勤職員関係綴 庶務 庶務 非常勤職員関係【相談員】 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 庶務 庶務 相談員関係服務福利厚生等 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 通訳員関係綴 庶務 庶務 通訳員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書 出張予定書 庶務 庶務 出張予定書（委員等旅費） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 庶務 庶務 賃金職員について 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 外部記録媒体使用管理 外部記録媒体使用簿 庶務 庶務 外部記録媒体使用簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 特別・病気休暇確認書類 庶務 庶務 特別・病気休暇確認書類（非常勤職員） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 公務員宿舎 公務員宿舎関係綴 庶務 庶務 公務員宿舎関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 共済給付金関係 庶務 庶務 共済給付金関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報 特定個人情報に係る管理
簿

庶務 庶務 特定個人情報に係る管理簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 機密情報利用管理 機密情報利用管理簿 庶務 庶務 機密情報利用管理簿（庶務課） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員（相談員）内申
関係

非常勤職員（相談員）内申
関係

庶務 庶務 非常勤職員（相談員）内申関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿・確認決議書
綴

庶務 債権管理 債権管理簿・確認決議書綴(不正受給完納分） 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権入力情報一覧表・債
権管理一覧表

庶務 債権管理 債権入力情報一覧表・債権管理一覧表 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴（現金払込仕訳書） 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係 庶務 債権管理 債権管理関係（債権の消滅通知）年 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿・確認決議書
綴

庶務 債権管理 債権管理簿・確認決議書綴(過誤払完納分） 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

経理関係（予算執行要求
書）綴

庶務 経理・出納 経理関係（予算執行要求書） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 庶務 経理・出納 旅費精算額請求書職員旅費 5 － 廃棄

24 契約に関する経緯 契約に関する重要な経緯 契約 契約関係綴 庶務 経理・出納 契約関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務関係綴 庶務 経理・出納 超過勤務関係綴 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 勤務時間報告書・超過勤
務手当支払額報告書

庶務 経理・出納 勤務時間報告書・超過勤務手当支払額報告書 6 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金計器 郵便料金計器取扱関係綴 庶務 経理・出納 郵便料金計器取扱関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 職員別超過勤務実績表 庶務 経理・出納 職員別超過勤務実績表 6 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算請求書・概算払 庶務 経理・出納 旅費精算請求書・概算払 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

定時検査・交替検査関係
綴り

庶務 経理・出納 定時検査・交替検査関係綴り 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 料金受取人払封筒使用関
係

料金受取人払封筒使用簿 庶務 経理・出納 料金受取人払封筒使用簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務等命令簿 庶務 経理・出納 超過勤務等命令簿月毎 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務等命令簿 庶務 経理・出納 超過勤務等命令簿日毎 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 賃金職員等謝金支給台帳 庶務 経理・出納 賃金職員等謝金支給台帳 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

現金払込書・領収証書関
係

現金払込書・領収証書 庶務 経理・出納 現金払込書・領収証書 5 － 廃棄

会計検査院に関する事項 会計検査院受検 会計検査院受検関係 会計検査院受検関係綴 庶務 監察 会計検査員受検関係 5 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察 会計監査・監察・受検関係
綴

庶務 監察 会計監査・監察・受検関係綴 5 － 廃棄

職業紹介に関する事項 職業安定監察 職業安定監察 中央職業安定監査 庶務 監察 中央職業安定監査 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 人事給与関係 庶務 給与 人事給与関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 年末調整関係綴 庶務 給与 年末調整関係（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 年末調整関係綴 庶務 給与 年末調整関係（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 給与特別控除関係綴 庶務 給与 給与特別控除関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 相談員謝金支払台帳 庶務 給与 相談員謝金支払台帳 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）関係
 

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）
 

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届
関係

雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票  
休業開始時賃金月額証明
書関係

育児休業給付受給資格確
認票  
休業開始時賃金月額証明
書

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

0番キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

決議用支払内訳書関係 決議用支払内訳書 雇用保険 ハローワークシステ
ム

決議用支払内訳書日雇業務 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請 受給期間延長申請書 雇用保険 給付 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険 給付 追給入力票 5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付関係 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険 給付 雇用保険追加給付関係書類 5 － 廃棄

11，12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 新型コロナウイルス感染拡
大に伴う特例延長給付判
定伺い（審査会議記録）関
係

新型コロナウイルス感染拡
大に伴う特例延長給付判
定伺い（審査会議記録）

雇用保険 給付 新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例延長給
付判定伺い（審査会議記録）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査関係 会計検査関係綴 職業相談 一般職業紹介 会計検査関係綴 5 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 機密文書の管理を行うた
めの帳簿

機密情報利用管理簿 職業相談 一般職業紹介 機密情報利用管理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 公共職業訓練関係通達 職業相談 職業訓練 公共職業訓練関係通達 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度通達関係 求職者支援制度関係通達 職業相談 職業訓練 求職者支援制度関係通達 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金

企業支援・専
門援助

特開金関係 特開金雇入登録関係送付票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画関係 再就職援助計画関係 企業支援・専
門援助

雇用指導・企業情
報

再就職援助計画関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

業務連絡関係 通達 通達 企業支援・専
門援助

通達 通達 5 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務例規通達 各種例規通達 各種例規通達綴 庶務 文書 各種例規通達綴（庶務関係） 10 － 廃棄

雇用保険に関する事項 雇用保険監察 雇用保険監察 行政監察綴（雇用保険監
察）

庶務 監察 行政監察綴雇用保険監察 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察 行政監察綴（中央監察） 庶務 監察 行政監察綴中央監察 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

専門実践教育訓練給付金
及び支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付金及び支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金関係 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票関係

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（基本給
付金に係る場合）

10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業紹介関通達関係 職業紹介関通達関係 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係通達綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議 学卒関係 職業相談 若年者雇用 学卒関係通達・事務連絡等 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金に係
る過護払い・回収・追給関
係

職業相談 職業訓練 職業訓練受講給付金に係る過護払い・回収・追
給関係

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

求職者支援訓練修了 就職 職業相談 職業訓練 求職者支援訓練修了(就職) 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

求職者支援訓練修了（未
就職）

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練修了（未就職） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

求職者支援訓練　辞退・中
止・移管・途中退校

職業相談 職業訓練 求職者支援訓練辞退・中止・移管・途中退校 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

職業相談 職業訓練 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録（求職者支援訓練）

10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査院・各種監察関
係

会計検査院・各種監察 企業支援・専
門援助

業務運営・監察 会計検査院・各種監察 10 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 行政文書廃棄起案関係 行政文書廃棄起案 庶務 文書 行政文書廃棄起案 30 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

給付金口座振込支給見込
額報告書・マル政支給報
告書

庶務 給与 給付金口座振込支給見込額報告書・マル政支
給報告書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

庶務 光熱費使用実績 電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 能力判断関係 能力判断関係資料 専門援助 障害者雇用対策 能力判断関係資料 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 チーム支援関係 チーム支援関係書類 専門援助 障害者雇用対策 チーム支援関係書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業関係帳票

専門援助 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労自立促進事業関係帳
票

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修受講申込書関係

外国人就労・定着支援研
修受講申込書

専門援助 外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修受講申込書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変
更届

雇用保険被保険者住所変
更届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票

被保険者台帳ヘッダー変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更等票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力 回収・返還入力 雇用保険 雇用保険受給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険 雇用保険受給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証・
雇用保険高年齢受給資格
者証・雇用保険特例受給
資格者証

雇用保険受給資格者証・
雇用保険高年齢受給資格
者証・雇用保険特例受給
資格者証

雇用保険 雇用保険受給 雇用保険受給資格者証・雇用保険高年齢受給
資格者証・雇用保険特例受給資格者証

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類 就職支援関係書類（求職
者支援制度業務取扱要領
様式：Ｃ-1、Ｃ-2、Ｃ-4、Ｃ-
6、Ｃ-8～Ｃ-10、Ｃ-12、Ｃ-
13）

職業相談 求職者支援 就職支援関係書類（求職者支援制度業務取扱
要領様式：Ｃ-1、Ｃ-2、Ｃ-4、Ｃ-6、Ｃ-8～Ｃ-10、
Ｃ-12、Ｃ-13）

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書関係

障害者職業生活相談員選
任報告書

企業支援 障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票関係 学卒求人票 企業支援 若年者雇用 学卒求人票 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 中途採用者採用時賃金情
報

企業支援 ハローワークシステ
ム

中途採用者採用時賃金情報 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 職員の福利厚生 健康診断関係 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防災関係綴 庶務 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告書 給与等（修正）報告書 庶務 職員の給与 給与等（修正）報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌 事務分掌 庶務 事務分掌 事務分掌綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務関係業務報告 各種報告 各種業務報告 庶務 庶務業務報告 各種業務報告 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務関係業務報告 各種報告 各種報告 庶務 経理業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

豊田公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 職員（妊婦）の勤務時間免
除願

庶務 職員の勤務時間 休暇簿職員（妊婦）の勤務時間免除願 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 職業安定行政定例業務報
告

職業安定行政定例業務報
告

庶務 統計調査（職業安
定）

職業安定行政定例業務報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 職業訓練受講指示関係 職業訓練受講指示関係綴 専門援助 障害者雇用対策 職業訓練受講指示関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職登録票関係 障害者求職登録票 専門援助 障害者雇用対策 障害者求職登録票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業報告関係

学校等の行う無料職業紹
介事業報告

専門援助 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業関
係

職業意識形成支援事業関
連

専門援助 若年者雇用 職業意識形成支援事業関連 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

学卒関係業務報告 学卒関係報告関係 学卒関係報告関連 専門援助 若年者雇用 学卒関係報告関連 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援関係 定着支援関連 専門援助 若年者雇用 定着支援関連 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な記録

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用実施計画書
等

専門援助 雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書等 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票

被保険者台帳トレーラー変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと））の確認請求
（聴取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと））の確認請求
（聴取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと））の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

個人番号登録・変更届出
書

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険業務報告 雇用保険関係報告 雇用保険関係報告 雇用保険 雇用保険業務報告 雇用保険関係報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険）

要調査一覧メッセージ関係 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険 ハローワークシステ
ム

要調査一覧メッセージ（基本手当等関係、再就
職手当等関係、高年齢雇用継続給付関係、育
児・介護休業給付関係、雇用継続交流採用）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所設置
届

雇用保険 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所設置届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険 雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費支給申請
書

求職活動支援費支給申請
書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険 雇用保険受給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険 雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険 雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書・高年齢
受給資格者失業認定申告
書・特例受給資格者失業
認定申告書

失業認定申告書・高年齢
受給資格者失業認定申告
書・特例受給資格者失業
認定申告書

雇用保険 雇用保険受給 失業認定申告書・高年齢受給資格者失業認定
申告書・特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険 雇用保険受給 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 各種セミナー等実施計画 各種セミナー等実施計画 職業相談 若年者雇用 各種セミナー等実施計画 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

職業相談 雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書等（対象者確認票及
び対象者確認書類含む）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務報告 各種報告 職業紹介関係報告関係 職業相談 職業紹介業務報告 職業紹介関係報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務会議 各種会議 会議綴 職業相談 職業紹介業務会議 会議綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画関係書類 職業相談 求職者支援 就職支援計画関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況報告書 企業支援 高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇入計画 障害者雇入計画関係書類 企業支援 障害者雇用対策 障害者雇入計画関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係業務報
告

公正採用選考関係業務報
告

企業支援 公正採用選考 公正採用選考関係業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

企業支援 公正採用選考 公正採用選考人権啓発推進員選任状況等報
告綴

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 企業支援 若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

学卒業務会議 各種会議 学卒業務会議 企業支援 若年者雇用 学卒業務会議関係綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報4号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報4号）

企業支援 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報4号）

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案

新規学校卒業者に係る募
集の中止・募集人員の削
減事案

企業支援 若年者雇用 新規学校卒業者に係る募集の中止・募集人員
の削減事案

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者・障害関係業務報
告

各種報告 高年齢者・障害関係報告 企業支援 企業支援業務報告 高年齢者・障害関係報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人関係業務報告 各種報告 求人開拓業務実施状況報
告

企業支援 企業支援業務報告 求人開拓業務実施状況報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業対策関係業務会議 各種会議 職業対策関係会議 企業支援 企業支援業務会議 職業対策関係会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者会議 各種会議関係 高年齢者会議 企業支援 企業支援業務会議 高年齢者会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者関係会議 各種会議 障害者関係会議綴 企業支援 企業支援業務会議 障害者関係会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策業務取扱
状況

外国人雇用対策業務取扱
状況文書

企業支援 外国人雇用対策 外国人雇用対策業務取扱状況 3 － 廃棄

求人にかかる事項 企業支援業務通達 各種通達 求人関係通達 企業支援 企業支援業務通達 求人関係通達綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書 物品請求書 庶務 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品増減及び現在額報告
書

物品増減及び現在額報告
書

庶務 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品供用 物品管理簿（消耗品） 庶務 物品管理 物品管理簿（消耗品） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿 庶務 経理・出納 現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書受払簿 庶務 経理・出納 現金領収証書受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 庶務 経理・出納 現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

各種契約書綴 庶務 経理・出納 各種契約書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 庶務 経理・出納 旅費精算額請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

失業給付金等支払決議書 庶務 経理・出納 失業給付金等支払決議書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

返納金領収証書原符 庶務 経理・出納 返納金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

収入官吏現金出納簿 庶務 経理・出納 収入官吏現金出納簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 庶務 職員の給与 支給関係基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 通勤手当認定簿 庶務 職員の給与 通勤手当認定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 職員の出張及び官
用車使用

出張復命書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

庶務 職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 ハローワークシステム ハローワークシステム関係
綴

庶務 ハローワークシステ
ム

ハローワークシステム関係 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 各種個人情報管理簿 庶務 ハローワークシステ
ム

各種個人情報管理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 庶務 文書台帳 収受文書台帳 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄

経理に係る事項 経理関係業務通達 各種通達 経理関係通達 庶務 庶務関係通達 経理関係通達綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務関係業務通達 各種通達 庶務関係通達 庶務 庶務関係通達 庶務関係通達綴 5 － 廃棄

13 人事に係る事項 人事関係業務通達 各種通達 人事関係通達 庶務 庶務関係通達 人事関係通達綴 5 － 廃棄

服務に係る事項 服務関係業務通達 各種通達 服務関係通達 庶務 庶務関係通達 服務関係通達綴 5 － 廃棄

システムに係る事項 システム関係業務通達 各種通達 システム関係通達 庶務 庶務関係通達 システム関係通達綴 5 － 廃棄

他部門に係る事項 他部門関係業務通達 各種通達 他部門通達 庶務 庶務関係通達 他部門通達綴 5 － 廃棄

福利厚生に係る事項 福利厚生関係業務通達 各種通達 福利厚生関係通達 庶務 庶務関係通達 福利厚生関係通達綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 庶務 職員の勤務時間 勤務時間出勤簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 年次休暇 庶務 職員の勤務時間 休暇簿年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 病気・特別休暇 庶務 職員の勤務時間 休暇簿病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 代休日指定簿 庶務 職員の勤務時間 勤務時間代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 介護休暇 庶務 職員の勤務時間 休暇簿介護休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 職員の勤務時間 勤務時間週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務命令簿 庶務 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係超過勤務命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務予定者報告書 庶務 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係超過勤務予定者報告
書

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 職員の勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書 庶務 職員の勤務時間 勤務時間勤務時間報告書 5 － 廃棄

各種施設の管理に係る事
項

各種施設管理 各種施設管理 各種施設管理関係綴 庶務 施設管理 各種施設管理関係綴 5 － 廃棄

障害者雇用関係に係る事
項

障害者雇用関係業務通達 各種通達 障害者雇用関係業務通達 専門援助 障害者雇用対策 障害者雇用関係業務通達関連 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 移行推進事業 移行推進事業関係書類 専門援助 障害者雇用対策 移行推進事業関係書類 5 － 廃棄

外国人雇用対策に係る事
項

外国人雇用対策業務通達 各種通達 外国人雇用対策関係業務
通達

専門援助 外国人雇用対策 外国人雇用対策関係業務通達 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係 専門援助 若年者雇用 学卒関係 5 － 廃棄

学卒関係業務に係る事項 学卒関係業務通達 各種通達 学卒関係業務通達 専門援助 若年者雇用 学卒関係業務通達関連 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

専門援助 刑務所出所者等雇
用対策

刑務所出所者等就労支援事業関係業務報告 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金関係文書

専門援助 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

職業対策関係業務に係る
事項

職業対策関係業務通達 各種通達関係 職業対策関係業務通達 専門援助 職業対策 職業対策関係業務通達関連 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 特別措置等変更票 雇用保険 雇用被保険者資格 特別措置等変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢者雇用継続給付追
給入力票

高年齢者雇用継続給付追
給入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢者雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種業務通達 雇用保険業務通達 雇用保険 雇用保険業務通達 雇用保険業務通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

0番キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入申請書 任意加入申請書関係文書 雇用保険 雇用保険適用 任意加入申請書関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険 雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 雇用保険 雇用保険受給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険 雇用保険受給 追給入力票 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金関係文書

職業相談 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介関係業務通達 各種通達 職業紹介関係通達 職業相談 職業紹介業務通達
集

職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者応援企業宣言 若者応援企業宣言に関す
る報告

企業支援 若年者雇用 若者応援企業宣言に関する報告 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係書類 企業支援 一般職業紹介 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画 再就職援助計画関係書類 企業支援 一般職業紹介 再就職援助計画関係書類 5 － 廃棄

雇用対策に係る事項 雇用対策業務通達 各種通達 雇用対策法関係通達 企業支援 企業支援業務通達 雇用対策法関係通達綴 5 － 廃棄

高年齢者雇用対策に係る
事項

高年齢者雇用対策業務通達 各種通達 年齢者雇用対策関係通達 企業支援 企業支援業務通達 高年齢者雇用対策関係通達綴 5 － 廃棄

障害者雇用対策に係る事
項

障害者雇用対策関係通達 各種通達 障害者雇用対策関係通達 企業支援 企業支援業務通達 障害者雇用対策関係通達綴 5 － 廃棄

派遣・紹介事業に係る事項 派遣・紹介事業関係通達 各種通達 派遣・紹介事業関係通達 企業支援 企業支援業務通達 派遣・紹介事業関係通達綴 5 － 廃棄

公正採用に係る事項 公正採用関係通達 各種通達 公正採用関係通達 企業支援 企業支援業務通達 公正採用関係通達綴 5 － 廃棄

助成金に係る事項 助成金関係通達 各種通達 助成金関係通達 企業支援 企業支援業務通達 助成金関係通達綴 5 － 廃棄

学卒に係る事項 学卒関係通達 各種通達 学卒関係通達 企業支援 企業支援業務通達 学卒関係通達綴 5 － 廃棄

若年者に係る事項 若年者関係通達 各種通達 若年者関係通達 企業支援 企業支援業務通達 若年者関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援業務復命書 各種復命書 雇用指導官関係復命書 企業支援 企業支援業務復命
書

雇用指導官関係復命書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度 外国人雇用状況届出制度
関係書類

企業支援 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度関係書類 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察等に関すること 行政監察等 行政監察綴 庶務 行政監察 行政監察綴 10 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務例規通達 各種例規通達 庶務関係例規通達 庶務 庶務関係例規通達 庶務関係例規通達綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（基本給
付金に係る場合）

10 － 廃棄

行政監察に係る事項 職業安定監察等に関すること 職業安定監察等関係 職業安定監察関係綴 職業相談 職業安定監察 職業安定監察関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請関係

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類(求職者支援
制度業務取扱様式：Ｂ-1～
Ｂ-3、 Ｂ-6、Ｂ-9、Ｂ-18、Ｂ
-19）

職業相談 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類(求職
者支援制度業務取扱様式：Ｂ-1～Ｂ-3、Ｂ-6、Ｂ
-9、Ｂ-18、Ｂ-19）

10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿(備品） 庶務 物品管理 物品管理簿(備品） 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 庶務 文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品供用簿(備品） 庶務 物品管理 物品供用簿(備品） 常用 － 廃棄

　 職業訓練に係る事項 職業訓練関係業務通達 各種通達関係 職業訓練関係業務通達関
連

職業相談 求職者支援 職業訓練関係業務通達関連 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業関係文書

専門援助 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労自立促進事業関係文
書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 事業所訪問指導関係 事業所訪問指導関係書類 専門援助 外国人雇用対策 事業所訪問指導関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求人充足対策関係 求人充足対策関係 企業支援 一般職業紹介 求人充足対策関係 5 － 廃棄

津島公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿（職員） 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類関係

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業相談 一般職業紹介 求職申込書 1 － 廃棄

11, 12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書関係 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業相談 一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書関係 就職支援関係書類 職業相談 一般職業紹介 求職者支援訓練就職支援関係書類 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票関係

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返
還記録変更票関係

教育訓練給付金回収・返
還記録変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険 支給 ０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票関係

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険 適用事業所 雇用保険適用事業所にかかる設置・廃止事業
主控再交付

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険 雇用被保険者 個人番号登録・変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得

再就職手当通報詳細 雇用保険 雇用被保険者 再就職手当係る取得依頼綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者関係綴 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類関係

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 求人票 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 一般職業紹介関連綴 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 一般職業紹介関係文書 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦
関係

職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業相談 一般職業紹介 職業訓練受講指示・受講推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書関係 就職支援計画書関係書類 職業相談 一般職業紹介 求職者支援訓練就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係綴 職業相談 若年者雇用 学卒業務会議関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 ナビゲーター活動実績報
告

ナビゲーター活動実績報
告

職業相談 若年者雇用 就職支援ナビゲーター活動実績報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）

職業相談 若年者雇用 就職者名簿 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

職業相談 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

職業相談 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報第３号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

職業相談 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報第２
号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業実施報告

職業相談 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労支援事業関係書類 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告書

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する

地方研修関係 地方研修関係 庶務 庶務 職員研修関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

経理関係業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 経理・出納 経理関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

総務関係業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 総務 総務関係 3 － 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌 庶務 総務 事務分掌綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係 庶務 福利厚生 健康管理 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 職業安定行政定例業務報
告関係

職業安定行政定例業務報
告

庶務 業務報告 定例業務報告 3 － 廃棄

公益通報に関する事項 公益通報 公益通報 公益通報関係書類 庶務 公益通報 公益通報関係書類 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

捜査依頼関係業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 捜査依頼 捜査依頼関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（一般）支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3条関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3条関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3条関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練　支援給付金　受
講証明書

教育訓練　支援給付金　受
講証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練　支援給付金　基
本項目変更票

教育訓練　支援給付金　基
本項目変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金　追給記
録取消票

教育訓練給付金　追給記
録取消票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付　適用対象
期間延長記録変更票

教育訓練給付　適用対象
期間延長記録変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金　支給取
消票

教育訓練給付金　支給取
消票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ 雇用保険 支給 要調査一覧メッセージ関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 支給 振込不能一覧表 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

雇用保険 支給 広域求職活動費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険 支給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援（役務利用
費等）支給申請書

求職活動支援（役務利用
費等）支給申請書

雇用保険 支給 求職活動支援（役務利用費等）支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 支給 未支給失業等給付申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票関係

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 支給 支給台帳等データ変更関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 給付制限記録変更票 給付制限記録変更票 雇用保険 支給 給付制限記録変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 支給 再求職受理 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 支給 移管受け 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当　支給申請書 傷病手当　支給申請書 雇用保険 支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険 支給 離職票綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書 失業認定申告書 雇用保険 支給 失業認定申告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当　支給申請書 再就職手当　支給申請書 雇用保険 支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当　支給
申請書

常用就職支度手当　支給
申請書

雇用保険 支給 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当　支給
申請書

就業促進定着手当　支給
申請書

雇用保険 支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等　受講証
明書

公共職業訓練等　受講証
明書

雇用保険 支給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等　受講・通
所届

公共職業訓練等　受講・通
所届

雇用保険 支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当　支給申請書 就業手当　支給申請書 雇用保険 支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険 適用事業所 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険事業主事業所各
種変更届

雇用保険 適用事業所 管外移転事業所台帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険 適用事業所 廃止みなし処理関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険事業主事業所各
種変更届

雇用保険 適用事業所 雇用保険被保険者数通知ハガキ不達事業所の
調査について

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険 適用事業所 雇用保険適用事業所非該当申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険被保険者関係届
出事務等代理人選任・解
任届

雇用保険 適用事業所 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選
任・解任届

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所別被
保険者台帳一覧表

雇用保険 適用事業所 雇用保険適用事業所別被保険者台帳一覧表
提出願

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険 適用事業所 消滅事業場リスト・成立等確認リスト 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者に係る訂正届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者 確認請求書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

未支給関係（雇用継続給付） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

基本項目変更票（高年齢雇用継続給付） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

支給記録等変更票（高年齢雇用継続給付） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 高年齢雇用継続給
付

振込不能一覧表（雇用継続給付） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付支給申請書 育児休業給付支給申請書 雇用保険 育児休業給付 育児休業給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 支給記録等変更票（育児休業・介護休業） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書
類送付書

労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険 労働保険 労働保険適用関係書類送付書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書
類送付書

労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険 労働保険 遡及確認報告書、算定基礎調査連絡票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修事業業務

外国人就労・定着支援研
修事業業務

職業相談 外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修事業業務関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢者雇用確保措置指
導等

高年齢者雇用確保措置指
導等

企業支援・専
門援助(旧求
人)

高齢者雇用対策 高齢者雇用指導等関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介関係 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者訓練校関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 子会社特例認定 子会社特例認定関係文書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 子会社特例認定関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 ６－１報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者雇用指導等関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

企業支援・専
門援助(旧求
人)

公正採用選考 公正採用選考等関係書類 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類関係

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 求人受理簿 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年俸（安定所
分）関係

業務月報・年俸（安定所
分）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

統計調査 業務日報・月報・年報 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 職業安定行政定例業務報
告

職業安定行政定例業務報
告

企業支援・専
門援助(旧求
人)

統計調査 定例等業務報告関係 3 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介業務通達 各種通達関係 各種通達関係 職業相談 文書 職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務復命書 各種復命書 各種復命書 職業相談 文書 職業紹介関係復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務復命書 各種復命書 各種復命書 職業相談 文書 職業対策関係復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

行政文書ファイル関係業務報
告

各種報告 各種報告関係 庶務 文書 行政文書ファイル関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 庶務 文書 収受文書台帳 5 22 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間 庶務 勤務時間 勤務時間等実施状況報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿（国費相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿（賃金職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 休暇簿関係 休暇簿 年次休暇 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 休暇簿関係 休暇簿 年次休暇 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇国費相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 休暇簿関係 休暇簿 年次休暇 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇賃金職員） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種手当業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 諸手当 各種手当関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕 物品取得・修繕伺 庶務 物品管理 物品修繕関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品増減及び現在額報告
書関係

物品増減及び現在額報告
書

庶務 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書関係 物品請求書 庶務 物品管理 物品関係 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

庶務 物品管理 外部電磁的記録媒体関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 庶務 出張予定書・報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務関係業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 庶務 庶務関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行依頼簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 庶務 経理・出納 旅費精算額請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

小切手（国庫金振替書）受
払整理簿

庶務 経理・出納 金券等収受簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告関係 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給関係 給与関係 庶務 給与 給与関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金　追給入
力票関係

教育訓練給付金　追給入
力票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票関係 追給入力票 雇用保険 支給 追給入力票 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票関係

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険 支給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書関係 受給期間延長申請書 雇用保険 支給 台帳閉鎖 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書関係 受給期間延長申請書 雇用保険 支給 求職取消 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書関係 受給期間延長申請書 雇用保険 支給 特別措置等変更関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給関係書類 雇用保険 支給 不正受給処分関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票関係

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険 支給 審査会議記録（離職理由） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係
文書

雇用保険 支給 国家公務員退職手当法（退職票、支給台帳等） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険 証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届関係

雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届

雇用保険 文書 日雇関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 雇用保険 文書 ０番キー使用データー（ジャーナル）一覧表 5 － 廃棄

年度更新関係に係る事項 年度更新関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 年度更新関係 5 － 廃棄

適用促進関係に係る事項 適用促進関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 適用促進関係 5 － 廃棄

電子申請関係に係る事項 電子申請関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 電子申請関係 5 － 廃棄

労働保険事務組合関係に
係る事項

労働保険事務組合関係業務
通達

各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 労働保険事務組合関係 5 － 廃棄

適用関係に係る事項 適用関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 通達綴（適用関係） 5 － 廃棄

労働保険関係に係る事項 労働保険関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 労働保険 5 － 廃棄

適用関係に係る事項 適用関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 文書 適用関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険照合省略承認申
請

雇用保険 文書 雇用保険事務担当者研修会 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者 「同居の親族」雇用実態証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者 「兼務役員」資格要件証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者離職証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者 補正関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者転勤関
係

雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者証統一
届

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者統一届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者に係る各種届取消願 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者 職権処理 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書関係

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険 雇用被保険者 離職票交付要求・再交付申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者 被保険者台帳トレーラー挿入 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票関係

高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

追給・回収関係（雇用継続給付） 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票関係

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書関係

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書
関係

保険関係成立届関係文書 雇用保険 労働保険 保険関係成立届 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地変更届関係
文書関係

名称・所在地変更届関係
文書

雇用保険 労働保険 名称・所在地等変更届 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書関係
文書

雇用保険 労働保険 継続事業一括申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

特定求職者雇用開発助成金
関係関係業務報告

各種報告関係 各種報告関係 職業相談 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金関係関係業務報
告

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な記録

トライアル雇用助成金支給
関連関係

トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス）

職業相談 雇用関係助成金 トライアル雇用実施計画書等 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 関係行政機関への情報提
供関係

関係行政機関への情報提
供関係書類

企業支援・専
門援助(旧求
人)

外国人雇用対策 外国人雇用対策等関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年者多数離職届関係 高年者多数離職届 企業支援・専
門援助(旧求
人)

高齢者雇用対策 高年者多数離職届 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介関係 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者職業紹介関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ホームレス対策 ホームレス対策関係文書
関係

ホームレス対策関係文書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

季節労働者対策 出稼関係 5 － 廃棄

各種通達に関する事項 各種通達業務通達 各種通達関係 各種通達 企業支援・専
門援助(旧求
人)

文書 各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業支援・専門援助業務復
命書

各種復命書関係 各種復命書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

文書 各種復命書綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金関係文書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

助成金 雇用調整助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書

企業支援・専
門援助(旧求
人)

助成金 特定求職者雇用開発助成金等関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画認定関係 再就職援助計画認定関係
文書

企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 再就職援助計画 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

企業整備情報関係業務報告 各種報告関係 各種報告関係 企業支援・専
門援助(旧求
人)

一般職業紹介 企業整備情報関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイル簿 特定個人情報ファイル簿 企業支援・専
門援助(旧求
人)

文書台帳 特定個人ファイルへのアクセス記録に係る確認
記録破棄・削除記録簿

5 22 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務関係 庶務 勤務時間 超過勤務関係 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務予定者報告書 庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 6 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請関係

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

職業相談 一般職業紹介 求職者支援訓練受講給付金申請関係書類 10 － 廃棄

各種例規通達に関する事
項

庶務業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達 庶務 庶務 各種例規通達綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 庶務 監察 監察関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庁舎関係業務報告 各種報告関係 各種報告関係 庶務 総務 庁舎関係 10 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 庶務 防災 防災関係 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金　受給資
格確認票関係

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金　受給資
格確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書関係

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第２条関係）
支給申請書

10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 雇用保険 支給 雇用保険監察関係 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書関係

雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明書
雇用保険被保険者定年時
賃金証明書を含む）

雇用保険 証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）関係

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

高年齢雇用継続給付受給資格確認票 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届関係

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

払渡希望金融機関指定・変更届 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 受給期間・教育訓練給付
適用対象期間　延長申請
書関係

受給期間・教育訓練給付
適用対象期間　延長申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長申
請書

20 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事
業届出書（変更）関係

（学校等）無料職業紹介事
業届出書（変更）

職業相談 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 庶務 文書 発議文書台帳 30 22 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職申込書関係 障害者求職申込書 企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者登録台帳 30 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録状況変更一覧
表

企業支援・専
門援助(旧求
人)

障害者雇用対策 障害者登録状況変更一覧表 30 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金　回収・返
還入力票関係

教育訓練給付金　回収・返
還入力票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返還入力票 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳作成票関係 支給台帳作成票 雇用保険 支給 支給台帳作成票 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 雇用保険 支給 過誤払金の回収 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届関係

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 支給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届関係

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 支給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証関係

雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証

雇用保険 支給 雇用保険受給資格者証未交付簿 1 － 未定

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票関係

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険 適用事業所 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届関係

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者 1 － 未定

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届確認照会票関係

雇用保険被保険者資格取
得届確認照会票

雇用保険 雇用被保険者 雇用保険被保険者資格取得届確認照会票 1 － 未定

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票関係

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用継続給
付

高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 未定

光熱費使用実績報告に関
する事項

電気・水道・ガス使用実績報
告書等

光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告書

管理 光熱費使用実績報
告

電気・水道・ガス使用実績報告書綴 1 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者証再交付
申請書等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者氏名変更
届等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者住所変更
票等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変更票 1 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

高年齢雇用継続給付支給再
開入力票等

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 学卒求人票（中卒）等 若年者雇用 学卒求人票（中卒） 職業紹介 若年者雇用 学卒求人票（中卒） 1 － 廃棄

求職申込書及び求職申込
書に類する文書に関する事
項

採否通知書（学卒分）等 求職申込書及び求職申込
書に類する文書

採否通知書（学卒分） 職業紹介業
務の実施に関
すること

求職申込書及び求
職申込書に類する
文書

採否通知書（学卒分） 1 － 廃棄

能力判断に関する事項 能力判断関係（学卒分）等 能力判断 能力判断関係（学卒分） 障害者雇用
対策

能力判断 能力判断関係（学卒分） 1 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

採否通知書等 一般職業紹介 採否通知書 職業相談第
一

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

求人内容に関する申し出受
付連絡票等

一般職業紹介 求人内容に関する申し出
受付連絡票

職業相談第
一

一般職業紹介 求人内容に関する申し出受付連絡票 1 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

求職申込書及びそれに類す
る書類等

一般職業紹介 求職申込書及びそれに類
する書類

職業相談第
一

一般職業紹介 求職申込書及びそれに類する書類 1 － 廃棄

求職者支援に関する事項 就職支援関係書類等 求職者支援 就職支援関係書類 職業相談第
二

求職者支援 就職支援関係書類 1 － 廃棄

13 職員の服務に関する事項 海外渡航承認等 職員の服務 海外渡航承認 管理 職員の服務 海外渡航承認 3 － 廃棄

刈谷公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の福利厚生に関する
事項

健康診断関係等 職員の福利厚生 健康診断関係 管理 職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災関係等 防災 防災関係 管理 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

13 職員の出張及び官用車使
用に関する事項

官用車使用要求書及び事後
報告書等

職員の出張及び官用車使
用

官用車使用要求書及び事
後報告書

管理 職員の出張及び官
用車使用

官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の出張及び官用車使
用に関する事項

官用車修理要求書等 職員の出張及び官用車使
用

官用車修理要求書 管理 職員の出張及び官
用車使用

官用車修理要求書 3 － 廃棄

事務分掌に関する事項 事務分掌等 事務分掌 事務分掌 管理 事務分掌 事務分掌綴 3 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険の被保険者となっ
たこと（被保険者でなくなった
こと）の確認請求（聴取）書等

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

被保険者台帳トレーラー変更
票等

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

高年齢雇用継続給付支給申
請書等

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

高年齢雇用継続給付回収・
返還入力票等

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 3 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

６０歳到達時賃金日額変更票
等

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険 高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

高年齢雇用継続給付支給記
録変更票等

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

育児休業給付に関する事
項

育児休業基本給付金支給申
請書等

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

育児休業給付に関する事
項

育児休業給付回収・返還入
力票等

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 3 － 廃棄

育児休業給付に関する事
項

育児休業給付受給資格確認
歴変更票等

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

育児休業給付に関する事
項

育児休業給付金支給記録変
更票等

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

介護休業給付に関する事
項

介護休業給付金支給申請書
等

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 学校等の行う無料職業紹介
事業報告書等

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業報告書

職業紹介 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業報告書 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 無料紹介事業届出書受理簿
等

若年者雇用 無料紹介事業届出書受理
簿

職業紹介 若年者雇用 無料紹介事業届出書受理簿 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 新規中学校卒業者の求職動
向報告（学報第２号）等

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

職業紹介 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報第２
号）

3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 新規高等学校・中等教育学
校卒業者の求職動向調査
（学報第3号）等

若年者雇用 　新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向調
査（学報第3号）

職業紹介 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向調査（学報第3号）

3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 新規学卒者の地域別就職等
状況報告等

若年者雇用 新規学卒者の地域別就職
等状況報告

職業紹介 若年者雇用 新規学卒者の地域別就職等状況報告 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 新規学卒者の職業紹介状況
報告（年報）等

若年者雇用 新規学卒者の職業紹介状
況報告（年報）

職業紹介 若年者雇用 新規学卒者の職業紹介状況報告（年報） 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 就職面接会実施計画・結果・
就職状況報告等

若年者雇用 就職面接会実施計画・結
果・就職状況報告

職業紹介 若年者雇用 就職面接会実施計画・結果・就職状況報告 3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 高等学校における職業意識
形成支援事業実施結果等

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業　実施結
果

職業紹介 若年者雇用 高等学校における職業意識形成支援事業実施
結果

3 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 学卒業務会議関係【企業支
援部門】等

若年者雇用 学卒業務会議関係 　【企
業支援部門】

職業紹介 若年者雇用 学卒業務会議関係綴【企業支援部門】 3 － 廃棄

若年者雇用（新規学卒者に
関すること）に関する事項

新規学卒者の求人・求職・就
職の状況報告等

若年者雇用（新規学卒者
に関すること）

新規学卒者の求人・求職・
就職の状況報告

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

新規学卒者の求人・求職・就職の状況報告 3 － 廃棄

若年者雇用（新規学卒者に
関すること）に関する事項

ナビゲーター活動報告書等 若年者雇用（新規学卒者
に関すること）

ナビゲーター活動報告書 職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

ナビゲーター活動報告書 3 － 廃棄

若年者雇用（新規学卒者に
関すること）に関する事項

定着支援の実施等の状況報
告等

若年者雇用（新規学卒者
に関すること）

定着支援の実施等の状況
報告

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

定着支援の実施等の状況報告 3 － 廃棄

学卒業務報告に関する事
項

学卒報告関係等 学卒業務報告 学卒報告関係 専門援助 学卒業務報告 学卒報告関係 3 － 廃棄

学卒業務会議関係に関す
る事項

学卒業務会議関係等 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係 専門援助 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係 3 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

定例業務報告等 一般職業紹介 定例業務報告 職業相談第
一

一般職業紹介 定例業務報告 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

一般職業紹介（文書）に関
する事項

一般職業紹介関係書類等 一般職業紹介（文書） 一般職業紹介関係書類 職業相談第
二

一般職業紹介（文
書）

一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

一般職業紹介（職業訓練）
に関する事項

職業訓練受講指示・受講推
薦関係書類等

一般職業紹介（職業訓練） 職業訓練受講指示・受講
推薦関係書類

職業相談第
二

一般職業紹介（職
業訓練）

職業訓練受講指示・受講推薦関係書類 3 － 廃棄

求職者支援に関する事項 就職支援計画書関係書類等 求職者支援 就職支援計画書関係書類 職業相談第
二

求職者支援 就職支援計画書関係書類 3 － 廃棄

職業紹介業務報告に関す
る事項

各種報告関係等 職業紹介業務報告 各種報告関係 職業相談第
二

職業紹介業務報告 各種報告関係 3 － 廃棄

22 文書に関する事項 求人関係等 文書 求人関係 企業支援（求
人・企画）

文書 求人関係 3 － 廃棄

求人・企画に関する事項 職業安定法に基づく求人不
受理関係書類等

求人・企画 職業安定法に基づく求人
不受理関係書類

企業支援（求
人・企画）

求人・企画 職業安定法に基づく求人不受理関係書類 3 － 廃棄

求人・企画業務報告に関す
る事項

各種報告関係等 求人・企画業務報告 各種報告関係 企業支援（求
人・企画）

求人・企画業務報
告

各種報告関係綴 3 12 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

就職面接会関係等 一般職業紹介 就職面接会関係 企業支援（求
人・企画）

一般職業紹介 就職面接会関係綴 3 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

職員による事業所訪問関係
り等

一般職業紹介 事業所訪問関係 　り 企業支援（求
人・企画）

一般職業紹介 事業所訪問関係綴り 3 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

求人者支援員の訪問（支援）
記録等

一般職業紹介 求人者支援員の訪問（支
援）記録

企業支援（求
人・企画）

一般職業紹介 求人者支援員の訪問（支援）記録綴 3 － 廃棄

求人・企画復命書に関する
事項

各種復命書等 求人・企画復命書 各種復命書 企業支援（求
人・企画）

求人・企画復命書 各種復命書綴 3 － 廃棄

起案関係綴りに関する事項 企業支援業務起案関係書類
等

起案関係綴り 企業支援業務　起案　関係
書類

企業支援（求
人・企画）

起案関係綴り 企業支援業務起案関係書類 3 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

各種通達等 庶務業務通達 各種通達 庶務課 庶務業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

庶務関係等 庶務業務通達 庶務関係 庶務課 庶務業務通達 庶務関係綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

経理関係等 庶務業務通達 経理関係 庶務課 庶務業務通達 経理関係綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

共済関係等 庶務業務通達 共済関係 庶務課 庶務業務通達 共済関係綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

物品関係等 庶務業務通達 物品関係 庶務課 庶務業務通達 物品関係綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

給与関係等 庶務業務通達 給与関係 庶務課 庶務業務通達 給与関係綴 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

非常勤職員関係等 庶務業務通達 非常勤職員関係 庶務課 庶務業務通達 非常勤職員関係綴 5 － 廃棄

雇用保険適用業務通達綴
に関する事項

各種通達等 雇用保険適用業務通達綴 各種通達 雇用保険適
用課

雇用保険適用業務
通達綴

各種通達綴 5 － 廃棄

雇用保険給付業務通達綴
に関する事項

各種通達等 雇用保険給付業務通達綴 各種通達 雇用保険給
付課

雇用保険給付業務
通達綴

各種通達綴 5 － 廃棄

職業相談業務通達に関す
る事項

職業紹介関係通達等 職業相談業務通達 職業紹介関係通達 職業相談第
一部門

職業相談業務通達 職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

職業相談業務通達に関す
る事項

各種通達等 職業相談業務通達 各種通達 職業相談第
二部門

職業相談業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

専門援助業務通達に関す
る事項

障害者関係通達等 専門援助業務通達 障害者関係通達 専門援助部
門

専門援助業務通達 障害者関係通達綴 5 － 廃棄

専門援助業務通達に関す
る事項

外国人関係通達等 専門援助業務通達 外国人関係通達 専門援助部
門

専門援助業務通達 外国人関係通達綴 5 － 廃棄

専門援助業務通達に関す
る事項

新規学卒関係通達等 専門援助業務通達 新規学卒関係通達 専門援助部
門

専門援助業務通達 新規学卒関係通達綴 5 － 廃棄

企業支援業務通達に関す
る事項

各種通達等 企業支援業務通達 各種通達 企業支援部
門

企業支援業務通達 各種通達綴 5 － 廃棄

企業支援業務通達に関す
る事項

求人関係通達等 企業支援業務通達 求人関係通達 企業支援部
門

企業支援業務通達 求人関係通達綴 5 － 廃棄

22 文書台帳に関する事項 収受文書台帳等 文書台帳 収受文書台帳 管理 文書台帳 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書台帳に関する事項 特殊取扱郵便等受付送付簿
等

文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付
簿

管理 文書台帳 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書台帳に関する事項 郵便物発送簿等 文書台帳 郵便物発送簿 管理 文書台帳 郵便物発送簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
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保存期間 文書管理
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表第２の該
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22 文書台帳に関する事項 特定個人情報等取扱者名簿
等

文書台帳 特定個人情報等取扱者名
簿

管理 文書台帳 特定個人情報等取扱者名簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

出勤簿等 職員の勤務時間 出勤簿 管理 職員の勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

週休日の振替等命令簿等 職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 管理 職員の勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

代休日指定簿等 職員の勤務時間 代休日指定簿 管理 職員の勤務時間 代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

年次休暇簿等 職員の勤務時間 年次休暇簿 管理 職員の勤務時間 年次休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

病気・特別休暇簿等 職員の勤務時間 病気・特別休暇簿 管理 職員の勤務時間 病気・特別休暇簿 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

勤務時間報告書等 職員の勤務時間 勤務時間報告書 管理 職員の勤務時間 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

相談員等勤務時間報告書等 職員の勤務時間 相談員等勤務時間報告書 管理 職員の勤務時間 相談員等勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の福利厚生に関する
事項

公務災害関係等 職員の福利厚生 公務災害関係 管理 職員の福利厚生 公務災害関係綴 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品管理換通知書等 物品管理 物品管理換通知書 管理 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品取得・修繕伺等 物品管理 物品取得・修繕伺 管理 物品管理 物品取得・修繕伺 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品請求書等 物品管理 物品請求書 管理 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品増減及び現在額報告書
等

物品管理 物品増減及び現在額報告
書

管理 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品不用決定関係等 物品管理 物品不用決定関係 管理 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 庁舎管理関係等 物品管理 庁舎管理関係 管理 物品管理 庁舎管理関係 5 － 廃棄

13 職員の出張及び官用車使
用に関する事項

旅費関係等 職員の出張及び官用車使
用

旅費関係 管理 職員の出張及び官
用車使用

旅費関係綴 5 － 廃棄

13 職員の出張及び官用車使
用に関する事項

旅行命令簿等 職員の出張及び官用車使
用

旅行命令簿 管理 職員の出張及び官
用車使用

旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の給与に関する事項 基準給与簿等 職員の給与 基準給与簿 管理 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の給与に関する事項 給与等（修正）報告書等 職員の給与 給与等（修正）報告書 管理 職員の給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

経理・出納に関する事項 現金領収証書受払簿等 経理・出納 現金領収証書受払簿 管理 経理・出納 現金領収証書受払簿 5 － 廃棄

経理・出納に関する事項 収入官吏現金出納簿等 経理・出納 収入官吏現金出納簿 管理 経理・出納 収入官吏現金出納簿 5 － 廃棄

債権管理に関する事項 債権管理関係等 債権管理 債権管理関係 管理 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

情報セキュリティ関係に関
する事項

電磁的記録媒体管理簿等 情報セキュリティ関係 電磁的記録媒体管理簿 総務 情報セキュリティ関
係

電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ関係に関
する事項

外部電磁的記録媒体登録簿
等

情報セキュリティ関係 外部電磁的記録媒体登録
簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ関係に関
する事項

外部電磁的記録媒体貸出管
理簿等

情報セキュリティ関係 外部電磁的記録媒体貸出
管理簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ関係に関
する事項

外部電磁的記録媒体庁舎外
持出し許可簿等

情報セキュリティ関係 外部電磁的記録媒体庁舎
外持出し許可簿

総務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 5 － 廃棄

災害に関する事項 災害関係文書等 災害 災害関係文書 災害に関する
事項

災害 災害関係文書 5 － 廃棄

会計検査（安定所）に関す
る事項

会計検査、監査、受検関係等 会計検査（安定所） 会計検査、監査、受検関係 会計検査 会計検査（安定所） 会計検査、監査、受検関係綴 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

雇用調整助成金関係文書等 雇用関係助成金 雇用調整助成金関係文書 雇用保険 雇用関係助成金 雇用調整助成金関係文書 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

産業雇用安定助成金関係文
書等

雇用関係助成金 産業雇用安定助成金関係
文書

雇用保険 雇用関係助成金 産業雇用安定助成金関係文書 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

労働移動支援助成金支給関
係文書等

雇用関係助成金 労働移動支援助成金支給
関係文書

雇用保険 雇用関係助成金 労働移動支援助成金支給関係文書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

雇用関係助成金に関する
事項

キャリアアップ助成金支給関
連等

雇用関係助成金 キャリアアップ助成金支給
関連

雇用保険 雇用関係助成金 キャリアアップ助成金支給関連 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

中途採用等支援助成金支給
関係文書等

雇用関係助成金 中途採用等支援助成金支
給関係文書

雇用保険 雇用関係助成金 中途採用等支援助成金支給関係文書 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

特定求職者雇用開発助成金
支給関係文書等

雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書

雇用保険 雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金支給関係文書 5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

トライアル雇用助成金支給関
連（一般トライアルコース・新
型コロナウイルス感染症対応
トライアルコース・新型コロナ
ウイルス感染症対応短時間ト

雇用関係助成金 トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感
染症対応トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感

雇用保険 雇用関係助成金 トライアル雇用助成金支給関連（一般トライアル
コース・新型コロナウイルス感染症対応トライア
ルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時
間トライアルコース）

5 － 廃棄

雇用関係助成金に関する
事項

人材確保等支援助成金支給
関係文書等

雇用関係助成金 人材確保等支援助成金支
給関係文書

雇用保険 雇用関係助成金 人材確保等支援助成金支給関係文書 5 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者資格取得
届等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者離職証明
書（被保険者期間等証明書を
含む）等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者転勤届等 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

個人番号登録・変更届出書
等

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 5 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

雇用保険被保険者資格喪失
届等

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

雇用保険証明に関する事
項

育児休業賃金月額証明書等
等

雇用保険証明 育児休業賃金月額証明書
等

雇用保険 雇用保険証明 育児休業賃金月額証明書等綴 5 － 廃棄

高年齢雇用給付に関する
事項

高年齢雇用継続給付追給入
力票等

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

育児休業給付に関する事
項

育児休業給付追給入力票等 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

若年者雇用（新規学卒者に
関すること）に関する事項

採用内定・取消・入植時期繰
り下げ事案報告等

若年者雇用（新規学卒者
に関すること）

採用内定・取消・入植時期
繰り下げ事案報告

職業紹介 若年者雇用（新規
学卒者に関するこ
と）

採用内定・取消・入植時期繰り下げ事案報告 5 － 廃棄

ハローワークサービス改
善・向上に関する事項に関
する事項

ハローワークサービス改善・
向上に関する文書等

ハローワークサービス改
善・向上に関する事項

ハローワークサービス改
善・向上に関する文書

ハローワーク
サービス推進
に関する事項

ハローワークサー
ビス改善・向上に関
する事項

ハローワークサービス改善・向上に関する文書 5 － 廃棄

ハローワークシステム関係
に関する事項

ハローワークシステム関係等 ハローワークシステム関係 ハローワークシステム関係 ハローワーク
システム

ハローワークシステ
ム関係

ハローワークシステム関係綴 5 － 廃棄

公正採用選考等関係業務
に関する事項

公正採用選考等関係業務文
書等

公正採用選考等関係業務 公正採用選考等関係業務
文書

公正採用 公正採用選考等関
係業務

公正採用選考等関係業務文書 5 － 廃棄

公正採用選考等関係業務
に関する事項

公正採用選考関係業務（学
卒分）等

公正採用選考等関係業務 公正採用選考関係業務
（学卒分）

公正採用 公正採用選考等関
係業務

公正採用選考関係業務（学卒分） 5 － 廃棄

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告に関
する事項

公正採用選考人権啓発推進
員選任状況等報告等

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

公正採用 公正採用選考人権
啓発推進員選任状
況等報告

公正採用選考人権啓発推進員選任状況等報
告

5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

職業紹介関係等 一般職業紹介 職業紹介関係 職業相談第
一

一般職業紹介 職業紹介関係綴 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

マザーズ関係等 一般職業紹介 マザーズ関係 職業相談第
一

一般職業紹介 マザーズ関係 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

ミニ面接会関係等 一般職業紹介 ミニ面接会関係 職業相談第
一

一般職業紹介 ミニ面接会関係 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

一体的実施事業関係等 一般職業紹介 一体的実施事業関係 職業相談第
一

一般職業紹介 一体的実施事業関係 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

生保就労自立支援事業等 一般職業紹介 生保就労自立支援事業 職業相談第
一

一般職業紹介 生保就労自立支援事業 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

住宅・総合支援資金確認票
等

一般職業紹介 住宅・総合支援資金確認
票

職業相談第
一

一般職業紹介 住宅・総合支援資金確認票 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

特定求職者雇用開発助成金
等

一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金

職業相談第
一

一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成金 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

トライアル実施計画書等 一般職業紹介 トライアル実施計画書 職業相談第
一

一般職業紹介 トライアル実施計画書 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

生涯現役窓口関係等 一般職業紹介 生涯現役窓口関係 職業相談第
一

一般職業紹介 生涯現役窓口関係 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

通達関係等 一般職業紹介 通達関係 職業相談第
一

一般職業紹介 通達関係綴 5 － 廃棄

職業紹介業務復命書に関
する事項

各種復命書等 職業紹介業務復命書 各種復命書 職業相談第
二

職業紹介業務復命
書

各種復命書綴 5 － 廃棄

指導・監督に関する事項 苦情処理関係等 指導・監督 苦情処理関係 企業支援（求
人・企画）

指導・監督 苦情処理関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の勤務時間に関する
事項

超過勤務等命令簿等 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 管理 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿 6 － 廃棄

13 職員の勤務時間に関する
事項

超過勤務予定伺・実績報告
書等

職員の勤務時間 超過勤務予定伺・実績報
告書

管理 職員の勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 6 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

新型コロナウイルス感染拡大
防止関係文書等

庶務業務通達 新型コロナウイルス感染拡
大防止関係文書

庶務課 庶務業務通達 新型コロナウイルス感染拡大防止関係文書綴 10 － 廃棄

情報セキュリティ関係に関
する事項

情報セキュリティ関係文書等 情報セキュリティ関係 情報セキュリティ関係文書 総務 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ関係文書 10 － 廃棄

雇用保険証明に関する事
項

６０歳到達時賃金日額登録
（雇用保険六十歳到達時賃
金証明書雇用保険被保険者
定年時賃金証明書を含む）等

雇用保険証明 ６０歳到達時賃金日額登
録 　（雇用保険六十歳到
達時賃金証明書雇用保険
被保険者定年時賃金証明
書を含む）

雇用保険 雇用保険証明 ６０歳到達時賃金日額登録綴（雇用保険六十歳
到達時賃金証明書雇用保険被保険者定年時
賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

求職者支援に関する事項 職業訓練受講給付金支給申
請関係書類等

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

職業相談第
二

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

22 文書台帳に関する事項 発議文書台帳等 文書台帳 発議文書台帳 管理 文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書台帳に関する事項 行政文書ファイル廃棄実施簿
等

文書台帳 行政文書ファイル廃棄実
施簿

管理 文書台帳 行政文書ファイル廃棄実施簿 30 － 廃棄

若年者雇用に関する事項 学校等の行う無料職業紹介
事業届出書（変更）等

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）

職業紹介 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品管理簿（重要物品）等 物品管理 物品管理簿（重要物品） 管理 物品管理 物品管理簿（重要物品） 常用 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品共用簿（重要物品）等 物品管理 物品共用簿（重要物品） 管理 物品管理 物品共用簿（重要物品） 常用 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品管理簿（備品）等 物品管理 物品管理簿（備品） 管理 物品管理 物品管理簿（備品） 常用 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品供用簿（備品）等 物品管理 物品供用簿（備品） 管理 物品管理 物品供用簿（備品） 常用 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品管理簿（消耗品）等 物品管理 物品管理簿（消耗品） 管理 物品管理 物品管理簿（消耗品） 常用 － 廃棄

15 物品管理に関する事項 物品供用簿（消耗品）等 物品管理 物品供用簿（消耗品） 管理 物品管理 物品供用簿（消耗品） 常用 － 廃棄

経理・出納に関する事項 収入官吏領収証書受払簿等 経理・出納 収入官吏領収証書受払簿 管理 経理・出納 収入官吏領収証書受払簿 5 － 廃棄

経理・出納に関する事項 国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）報告書等

経理・出納 国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）報告
書

管理 経理・出納 国家公務員退職手当法（失業者の退職手当）
報告書

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理 管理 職員出勤簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品・様式等要求関係綴 物品・様式等要求関係綴 職業相談 職業紹介 物品・様式等要求関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者訓練関係 障害者訓練関係 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者訓練関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

管理 業務 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

管理 業務 被保険者台帳ヘッダー変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る
再交付申請書関係

雇用保険被保険者に係る
再交付申請書

管理 業務 雇用保険被保険者に係る再交付申請書 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

管理 業務 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 1 － 廃棄

雇用被保険者資格に関す
る事項

個人番号登録・変更届出書
等

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

管理 業務 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

管理 業務 受給資格者住所・氏名変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件
照会票

教育訓練給付金支給要件
照会票

管理 業務 教育訓練給付金支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付再開
入力票

高年齢雇用継続給付再開
入力票

管理 業務 高年齢雇用継続給付再開入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用対策 学卒関係綴 学卒関係綴 職業相談 職業紹介 学卒関係綴 3 － 廃棄

西尾公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中学職業相談関係綴 中学職業相談関係綴 職業相談 職業紹介 中学職業相談関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 無料職業紹介事業（学校）
関係綴

無料職業紹介事業（学校）
関係綴

職業相談 職業紹介 無料職業紹介事業（学校）関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 ケース会議 ケース会議 職業相談 職業紹介 ケース会議記録（訓練）関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共訓練選考結果通知書 公共訓練選考結果通知書 職業相談 職業紹介 公共訓練選考結果通知書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共訓練終了１カ月前相
談・アンケート

公共訓練終了１カ月前相
談・アンケート

職業相談 職業紹介 公共訓練終了１カ月前相談・アンケート 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共訓練就職状況報告
書・就職活動調査書

公共訓練就職状況報告
書・就職活動調査書

職業相談 職業紹介 公共訓練就職状況報告書・就職活動調査書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共訓練中途退校 公共訓練中途退校 職業相談 職業紹介 公共訓練中途退校 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度関係綴 求職者支援制度関係綴 職業相談 職業紹介 求職者支援制度関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 職業相談 職業紹介 トライアル雇用関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 職業相談 職業紹介 トライアル雇用実施計画書（受理先） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 職業相談 職業紹介 トライアル雇用結果報告書（管外紹介） 3 － 廃棄

22 文書管理等に関する事項 文書管理等 個人情報保護 個人情報保護関係綴 職業相談 職業紹介 個人情報保護関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務報告 各種報告 職業紹介関係報告関係 職業相談 職業紹介 職業紹介関係報告書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒・訓練関係報告書綴 職業相談 職業紹介 学卒・訓練関係報告書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 西尾市地域自立支援協議
会「就労支援部会」関係綴

西尾市地域自立支援協議
会「就労支援部会」関係綴

職業相談 住居喪失離職者等
対策関係

西尾市地域自立支援協議会「就労支援部会」
関係綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 職業相談 住居喪失離職者等
対策関係

生活保護受給者等就労促進自立支援事業対
象者Ａ票綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 職業相談 住居喪失離職者等
対策関係

生活保護受給者等就労促進自立支援事業関
係綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 職業相談 住居喪失離職者等
対策関係

生活保護受給者関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 職業相談 住居喪失離職者等
対策関係

生活保護受給者等就労促進自立支援事業対
象者B票綴

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高齢者関係（雇用指導関
係除く）

高齢者関係（雇用指導関
係除く）

企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高齢者関係（雇用指導関係除く） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置指
導等

高年齢者雇用確保措置指
導等

企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置導入指導関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高年齢者雇用アドバイザー関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高年齢者セミナー関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高齢者雇用状況報告関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高齢者雇用状況報告書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介関係 障害者職業紹介 障害者関係 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係綴 障害者雇用対策関係綴 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用率達成指導関
係綴

障害者雇用率達成指導関
係綴

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用率達成指導関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 子会社特例認定 子会社特例認定関係文書 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 子会社特例認定関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告関係
綴

障害者雇用状況報告関係
綴

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
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保存期間
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措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 西尾市地域自立支援協議
会「就労支援部会」関係

西尾市地域自立支援協議
会「就労支援部会」関係

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 西尾市地域自立支援協議会「就労支援部会」
関係

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届 障害者解雇届 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考 公正採用選考 企業支援・専
門援助

公正採用選考 公正採用選考 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

企業支援・専
門援助

公正採用選考 公正採用選考人権啓発推進員選任状況報告
書

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書等（対象者確認票及
び対象者確認書類含む）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 選考 選考/選考結果関係 企業支援・専
門援助

求人 選考結果通知 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 　職員別給与簿 企業支援・専
門援助

求人 住居手当・雇用施策利用関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務報告【統括分】 定例業務報告【統括分】 企業支援・専
門援助

求人 定例業務報告【統括分】 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務報告【上席分】 定例業務報告【上席分】 企業支援・専
門援助

求人 定例業務報告【上席分】 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 企業支援・専
門援助

求人 ＰＤＣＡ関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 雇用安定事業関係 企業支援・専
門援助

求人 雇用安定事業関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 日報 日報 管理 業務 日報 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

管理 業務 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険事業所非該当申
請書

管理 業務 事業所非該当承認申請書 3 － 廃棄

法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

管理 業務 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用促進関係 適用促進関係 管理 業務 適用促進関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所関係 照合省略事業所関係 管理 業務 照合省略事業所関係 3 － 廃棄

雇用保険適用に関する事
項

雇用保険適用業務起案 雇用保険適用関係 雇用保険適用関係 管理 業務 雇用保険適用関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

管理 業務 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者証統一
届

管理 業務 雇用保険被保険者統一届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

管理 業務 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 採用証明書 採用証明書 管理 業務 採用証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 管理 業務 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講届・
通所届

公共職業訓練等受講届・
通所届

管理 業務 公共職業訓練等受講届・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

管理 業務 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 管理 業務 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

管理 業務 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当　支給
申請書

常用就職支度手当　支給
申請書

管理 業務 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当　支給申請書 就業手当　支給申請書 管理 業務 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 管理 業務 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 管理 業務 延長給付等入力票 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職取消 求職取消 管理 業務 求職取消 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

管理 業務 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更票
給付制限記録変更票

支給台帳基本項目変更票
給付制限記録変更票

管理 業務 支給台帳基本項目変更票給付制限記録変更
票

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付関係 未支給失業等給付関係 管理 業務 未支給失業等給付関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給調査依頼関係 管理 業務 不正受給調査依頼関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給処分 管理 業務 不正受給処分 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 雇用保険給付 雇用保険給付関係書類 管理 業務 雇用保険給付関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

管理 業務 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

管理 業務 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給申請
書

育児休業給付金支給申請
書

管理 業務 育児休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳提
供依頼書

事業所別被保険者台帳提
供依頼書

管理 業務 事業所別被保険者台帳提供依頼書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険関係成立・消滅
等リスト

労働保険関係成立・消滅
等リスト

管理 業務 労働保険関係成立・消滅等リスト 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員資格要件証明書 兼務役員資格要件証明書 管理 業務 兼務役員資格要件証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給処分報告書 管理 業務 不正受給処分報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係業務年間計
画

不正受給関係業務年間計
画

管理 業務 不正受給関係業務年間計画 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査対象者等に係る処
理状況報告

要調査対象者等に係る処
理状況報告

管理 業務 要調査対象者等に係る処理状況報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給容疑者にかかる
第三者通報

不正受給容疑者にかかる
第三者通報

管理 業務 不正受給容疑者にかかる第三者通報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査対象者整理簿 要調査対象者整理簿 管理 業務 要調査対象者整理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法(失業
者の退職手当)

政府職員等失業者退職手
当

政府職員等失業者退職手
当関係綴

管理 業務 正当受給確認 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 個別延長給付 個別延長給付 管理 業務 個別延長関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

管理 業務 広域求職活動費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動関係役務利用費
支給申請書

求職活動関係役務利用費
支給申請書

管理 業務 求職活動関係役務利用費支給申請書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係綴 管理 管理 メンタルヘルス関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務 庶務 会議室利用実績簿 管理 管理 会議室使用実績簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 管理 管理 健康診断関係（国費相談員含む） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与 給与関係 管理 管理 給与関係定期報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業関
係

職業意識形成支援事業関
連

管理 管理 職業意識形成支援事業及び愛知労使共同提
言事業関係綴

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 管理 管理 相談員・賃金職員勤務予定表 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 業務命令外出簿 管理 管理 業務命令外出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

管理 管理 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車関係（ガソリン給油
報告含む）

官用車関係（ガソリン給油
報告含む）

管理 管理 官用車関係（ガソリン給油報告含む） 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 給与関係 管理 管理 給与・手当関係 3 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

庶務関係等 庶務業務通達 庶務関係 管理 管理 庶務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する

地方研修関係 地方研修関係 管理 管理 職員研修関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 管理 管理 防災関係（含む安否確認サービス） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 業務命令外出簿 管理 管理 業務命令外出兼ＩＣカード使用管理簿 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報 業務月報・年報 管理 管理 業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） システム業務月報・年報 システム業務月報・年報 管理 管理 システム業務月報・年報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業関係 育児休業関係 管理 管理 育児休業関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 海外渡航承認、海外出張 管理 管理 海外渡航承認関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用自転車貸出簿 官用自転車貸出簿 管理 管理 官用自転車貸出簿 3 － 廃棄

紹介に係る事項 紹介業務通達 各種通達 各種通達 職業相談 職業紹介 紹介関係通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係通達綴 学卒関係通達綴 職業相談 職業紹介 学卒関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度関係通達
綴

求職者支援制度関係通達
綴

職業相談 職業紹介 求職者支援制度関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度関係綴・
サンプリング調査

求職者支援制度関係綴・
サンプリング調査

職業相談 職業紹介 求職者支援制度関係綴・サンプリング調査 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書綴 職業相談 職業紹介 復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書(上席)綴 職業相談 職業紹介 復命書(上席)綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人関係 外国人関係 企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用事業所訪問
チェックリスト

外国人雇用事業所訪問
チェックリスト

企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人雇用事業所訪問チェックリスト 5 － 廃棄

障害者雇用対策に係る事
項

障害者雇用対策関係通達 各種通達 障害者雇用対策関係通達 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用対策関係通達綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金に係る実
地調査実施関係綴

企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 雇用調整助成金に係る実地調査実施関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金実地調査関係綴

特定求職者雇用開発助成
金実地調査関係綴

企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金実地調査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 雇用関係助成金支給要件照会申請書兼回答
書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画綴 再就職援助計画綴 企業支援・専
門援助

求人 再就職援助計画綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係文書 企業支援・専
門援助

求人 大量雇用変動綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用管理 雇用管理指導援助業務関
係

雇用管理指導援助業務関
係

企業支援・専
門援助

求人 雇用管理指導業務事業所訪問綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 管理 業務 ０番キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入申請書関係 任意加入申請書関係 管理 業務 任意加入申請書関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

管理 業務 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

管理 業務 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

管理 業務 雇用保険被保険者離職証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 管理 業務 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 管理 業務 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日変更票

残日数・前回支給期間末
日変更票特別措置等変更
票

管理 業務 残日数・前回支給期間末日変更票特別措置等
変更票

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票関係 追給入力票 管理 業務 追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 管理 業務 過誤払回収関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付関係 育児休業給付関係 管理 業務 育児休業給付受給資格確認票・雇用保険被保
険者休業開始時賃金月額証明書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書・雇用保険被保険者休
業開始時月額証明書

介護休業給付金支給申請
書・雇用保険被保険者休
業開始時月額証明書

管理 業務 介護休業給付金支給申請書・雇用保険被保険
者休業開始時月額証明書

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

管理 業務 雇用保険追加給付関係書類【返却分】 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 国庫金振込又は送金取消
申請書

管理 業務 国庫金振込又は送金取消申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

管理 業務 雇用保険追加給付関係書類【旧船員】 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務組合関係 労働保険事務組合関係 管理 業務 労働保険事務組合関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便収受処理簿兼金券受
理簿

郵便収受処理簿兼金券受
理簿

管理 管理 郵便収受処理簿兼金券受理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 管理 管理 収受文書台帳 5 22 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理 管理 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（病気休暇） 管理 管理 休暇承認簿（病気休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇） 管理 管理 休暇承認簿（年次休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿 管理 管理 休暇承認簿（特別休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 職専免承認簿 管理 管理 職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿 管理 管理 週休日の振替命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 管理 管理 人事関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 管理 管理 相談員関係綴（任用含む） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庁費支弁職員関係 庁費支弁職員関係 管理 管理 庁費支弁職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 通訳員関係綴 管理 管理 通訳員委嘱関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 精神障害者雇用トータル
サポーター関係

精神障害者雇用トータル
サポーター関係

管理 管理 精神障害者雇用トータルサポーター関係 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 簡易文書発送簿関係 簡易文書発送簿 管理 管理 簡易文書発送簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 管理 管理 相談員・委員等関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

経理関係 経理関係 管理 管理 経理関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行要求書（特殊予
算）

管理 管理 予算執行要求書（特殊予算） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 支給 年末調整関係綴 管理 管理 年末調整関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間関係 管理 管理 給付調査官・勤務報告書・勤務予定表 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 勤務時間報告書 管理 管理 勤務時間・勤務状況報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

契約関係定期報告書 契約関係定期報告書 管理 管理 契約関係定期報告書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

契約関係 契約関係 管理 管理 契約関係 5 － 廃棄

13 職員の給与に関する事項 基準給与簿等 職員の給与 基準給与簿 管理 管理 基準給与簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書綴 管理 管理 復命書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書 出張予定書 管理 管理 出張予定書・出張報告 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張予定書 出張予定書 管理 管理 出張予定書・出張報告書【相談員】 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費関係綴 管理 管理 旅費関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算書 管理 管理 旅費精算書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行依頼簿 旅行依頼簿 管理 管理 旅行依頼簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理 管理 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理 管理 旅行命令簿（相談員） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費概算・精算請求書 管理 管理 旅費概算・精算請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品修繕要求書（国有財
産含む）

物品修繕要求書（国有財
産含む）

管理 管理 物品修繕要求書（国有財産含む） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書関係 物品請求書 管理 管理 物品関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換・不用決定関
係

物品管理換・不用決定関
係

管理 管理 物品管理換・不用決定関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 共済関係 共済 共済関係 管理 管理 共済組合関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前渡資金支払予定書 管理 管理 前渡資金支払予定書 5 － 廃棄

職業安定行政の実施に関
する事項

ハローワーク評価に関するこ
と

ハローワーク評価 公共職業安定所のマッチ
ング機能に関する業務評
価・改善の取組について

管理 管理 公共職業安定所のマッチング機能に関する業
務評価・改善の取組について

5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 ハローワークシステム関係
綴

管理 管理 ハローワークシステム関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス改
善・向上

ハローワークサービスの自
主点検・総点検報告綴

管理 管理 ハローワークサービス関係 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

通達関係等 一般職業紹介 通達関係 管理 管理 通達関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報管理 個人情報管理関係綴 管理 管理 個人情報管理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 公共職業安定所庁舎整備
計画書

管理 管理 公共職業安定所庁舎整備計画関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

管理 管理 庶務会計経理内部監査関係 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス改
善・向上

ハローワーク利用者満足
度調査関係

管理 管理 ハローワーク利用者満足度調査関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査監査受検関係綴 会計検査監査受検関係綴 管理 管理 会計検査監査受検関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権関係 管理 管理 債権関係 5 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 行政文書ファイル関係 行政文書ファイル関係 管理 管理 行政文書ファイル関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係

雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係

管理 管理 雇用保険印紙購入通帳交付簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 日雇労働被保険者手帳交
付簿

日雇労働被保険者手帳交
付簿

管理 管理 日雇労働被保険者手帳交付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金報告関係 郵便料金報告関係 管理 管理 郵便料金報告関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務関係綴 管理 管理 超過勤務関係 6 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録状況変更一覧
表

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者登録状況変更一覧表 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 専門実践教育訓練給付関
係

専門実践教育訓練給付関
係

管理 業務 専門実践教育訓練給付関係 10 － 廃棄

行政監察に係る事項 職業安定監察等に関すること 職業安定監察等関係 職業安定監察関係綴 管理 管理 職業安定業務監察 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係 管理 管理 雇用保険監察業務関係 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理 管理 中央職業安定業務監察 10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録台帳 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者登録台帳 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 管理 管理 発議文書台帳 30 22 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般h職業紹介 採否通知書 企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
記録変更票

育児休業給付回収・返還
記録変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 雇用調整助成金関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項入
力票

介護休業給付特別事項入
力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還等入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項変
更届

介護休業給付特別事項変
更届

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
記録変更票

介護休業給付回収・返還
記録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還等記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者 被保険者関係綴 雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者関係綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険台帳ヘッダ－変更
等票

被保険者台帳ヘッダ－変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダ－変更等票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所 事業所関係綴(1年) 雇用保険 雇用保険適用事業 事業所関係綴（1年） 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所 適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険 雇用保険適用事業 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険給付 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 雇用保険給付 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未交付受給資格者証管理
簿

未交付受給資格者証管理
簿

雇用保険 雇用保険給付 未交付受給資格者証管理簿 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢求職者給付金受給
者の事後調査の実施結果

高年齢求職者給付金受給
者の事後調査の実施結果

雇用保険 雇用保険給付 高年齢求職者給付金受給者の事後調査の実
施結果

1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 自己就職者に係る事業所
調査

自己就職者に係る事業所
調査

雇用保険 雇用保険給付 自己就職者に係る事業所調査 1 － 廃棄

犬山公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 離職票の受理件数と受理
に係る離職票との突合確
認表

離職票の受理件数と受理
に係る離職票との突合確
認表

雇用保険 雇用保険給付 離職票の受理件数と受理に係る離職票との突
合確認表

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 毎月勤労統計に関する追
加給付　郵送による本人確
認　振込不能連絡　回答表
返送

毎月勤労統計に関する追
加給付　郵送による本人確
認　振込不能連絡　回答表
返送

雇用保険 雇用保険給付 毎月勤労統計に関する追加給付郵送による本
人確認振込不能連絡回答票返送

1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 適用関係綴(1年) 雇用保険 雇用保険適用 適用関係綴（1年） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
変更票

育児休業給付再取得記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由等記録変
更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由等記
録変更票

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 採否通知書 職業相談 一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 リクエスト綴 職業相談 一般職業紹介 リクエスト綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 庶務関係綴 職業相談 一般職業紹介 庶務関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 雑件綴 職業相談 一般職業紹介 雑件綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 職業紹介関係通知(写)綴 職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係通知（写）綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用求人 　中卒用求人票 職業相談 若年者雇用 中卒用求人票 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒関係 　学卒関係雑件綴 職業相談 若年者雇用 学卒関係雑件綴 1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 求職申込書及び類する書
類

企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 求職申込書及び類する書類 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 一般h職業紹介 採否通知書 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議 障害者雇用連絡会議関係
文書

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議関係綴 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

募集情報等提供事業 苦情相談記録 苦情処理関係 企業支援・専
門援助

一般職業紹介 苦情処理関係 1 － 廃棄

庶務業務に関する事項 庶務業務 庶務関係 庶務関係綴 庶務 庶務 庶務関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求及び報告 官用車使用要求書及び報
告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係簿 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 共済 共済関係 庶務 福利厚生 共済関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

業務月報・年報 業務月報・年報 庶務 統計調査 業務月報・年報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金受講証明
書

教育訓練給付金受講証明
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金(第101条
の2の7の第3号関係)支給
申請書

教育訓練給付金(第101条
の2の7の第3号関係)支給
申請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係）
支給申請書

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと(被保険者でなく
なったこと)の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと(被保険者でなく
なったこと)の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレ－ラ－変
更等票

被保険者台帳トレ－ラ－変
更等票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレ－ラ－変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者手帳

雇用保険日雇労働被保険
者手帳

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険者手帳 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所関係 事業所関係綴(3) 雇用保険 雇用保険適用事業 事業所関係綴（3） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所廃止関係 雇用保険事業所廃止届 雇用保険 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更
票

60歳到達時賃金日額変更
票

雇用保険 高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書高年齢者
受給資格失業認定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

失業認定申告書高年齢者
受給資格失業認定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

雇用保険 雇用保険給付 失業認定申告書高年齢者受給資格失業認定
申告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険 雇用保険給付 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険 雇用保険給付 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険 雇用保険給付 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 雇用保険給付 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 雇用保険給付 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 雇用保険給付 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 雇用保険給付 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険 雇用保険給付 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職取消 求職取消綴 雇用保険 雇用保険給付 求職取消綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費支給申請
書

求職活動支援費(求職活動
関係役務利用費)支給申請
書

雇用保険 雇用保険給付 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 各種証明書 各種証明書関係綴 雇用保険 雇用保険給付 各種証明書関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 備忘処理簿(給付関係) 備忘処理簿(給付関係) 雇用保険 雇用保険給付 備忘処理簿（給付関係） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハロ－ワ－クシステム(雇用
保険)

振込不能・デ－タ処理記録
簿(失業給付)

振込不能・デ－タ処理記録
簿(失業給付)

雇用保険 雇用保険給付 振込不能・デ－タ処理記録簿（失業給付） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費支給申請
書

求職活動支援費(短期訓練
受講費)支給申請書

雇用保険 雇用保険給付 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 離職理由にかかる審査会
議

離職理由にかかる審査会
議綴

雇用保険 雇用保険給付 離職理由にかかる審査会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 受給資格者証再交付 受給資格者証再交付 雇用保険 雇用保険給付 受給資格者証再交付 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録エラー 個人番号登録エラー綴 雇用保険 雇用保険給付 個人番号登録エラー綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 給付関係日報 給付関係日報 雇用保険 雇用保険給付 給付関係日報 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 補正管理簿 補正管理簿 雇用保険 雇用保険給付 補正管理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業の認定にかかるサン
プリング

失業の認定にかかるサン
プリング

雇用保険 雇用保険給付 失業の認定にかかるサンプリング 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 個別延長給付 個別延長給付 雇用保険 雇用保険給付 個別延長給付 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 適用関係綴(3) 雇用保険 雇用保険適用 適用関係綴（3） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険関係消滅申請関
係

保険関係消滅申請関係文
書

雇用保険 雇用保険適用 保険関係消滅申請関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票関係

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票関係

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付支給関係項
目変更票関係

育児休業給付支給関係項
目変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付支給関係項目変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 給付関係文書関係 給付関係文書綴 雇用保険 文書 給付関係文書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金関係 教育訓練 雇用保険 文書 教育訓練 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険未支給請求関係 未支給請求書綴(継続給
付)

雇用保険 雇用保険受給 未支給請求書綴（継続給付） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 雇用型訓練(職業能力開
発)

職業訓練受講指示・受講
推薦関係書類

職業相談 一般職業紹介 職業訓練受講指示・受講推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 雇用型訓練(職業能力開
発)

訓練関係文書 職業相談 一般職業紹介 訓練関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 期間延長求人一覧表 職業相談 一般職業紹介 期間延長求人一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 職業紹介関係通知綴(原
本)

職業相談 一般職業紹介 職業紹介関係通知綴（原本） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 局主催　求職活動支援セミ
ナー関係

局主催　求職活動支援セミ
ナー関係綴

職業相談 一般職業紹介 局主催求職活動支援セミナー関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求職者支援 犬山所主催セミナー関係 犬山所主催セミナー関係
綴

職業相談 一般職業紹介 犬山所主催セミナー関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求職者支援 各種就職面接会関係 各種就職面接会関係綴 職業相談 一般職業紹介 各種就職面接会関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業関
係

職業意識形成支援事業関
係綴

職業相談 若年者雇用 職業意識形成支援事業関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告(学報第３号)関係

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告(学報第３号)

職業相談 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報第３号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告(学報第２号)関係

新規中学校卒業者の求職
動向報告(学報第２号)

職業相談 若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報第２
号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校卒業者職業
紹介連絡会関係

新規高等学校卒業者職業
紹介連絡会議綴

職業相談 若年者雇用 新規高等学校卒業者職業紹介連絡会議綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業適性検査等関係 職業適性検査等関係 職業相談 若年者雇用 職業適性検査等関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校一覧原稿関係 学校一覧原稿 職業相談 若年者雇用 学校一覧原稿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者職業紹
介業務連絡会議関係

新規中学校卒業者職業紹
介業務連絡会議綴

職業相談 若年者雇用 新規中学校卒業者職業紹介業務連絡会議綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒職業相談関係 中卒職業相談関係 職業相談 若年者雇用 中卒職業相談関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒関係 学卒関係綴 職業相談 若年者雇用 学卒関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 定例業務報告関係 定例業務報告関係 職業相談 若年者雇用 定例業務報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業紹介事業関係 高等学校進路指導主事と
企業との情報・意見交換会
関係

職業相談 若年者雇用 高等学校進路指導主事と企業との情報・意見
交換会関係

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係 職業相談 若年者雇用 学卒業務会議関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業紹介事業関係 学校等の行う無料職業紹
介事業報告書

職業相談 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 就職者名簿関係 就職者名簿 職業相談 若年者雇用 就職者名簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス関係綴 職業相談 若年者雇用 就職ガイダンス関係綴 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 高卒職業相談関係 高卒職業相談関係綴 職業相談 若年者雇用 高卒職業相談関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 定着支援関係 定着支援関係綴 職業相談 若年者雇用 定着支援関係綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告(学
報４号)関係

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告(学
報４号)

職業相談 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練(不正受給
サンプリング調査関係)

求職者支援訓練(不正受給
サンプリング調査関係)

職業相談 求職者支援制度 求職者支援訓練（不正受給サンプリング調査関
係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練関係文書 求職者支援訓練関係文書 職業相談 求職者支援制度 求職者支援訓練関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練関係文書 求職者支援訓練就職支援
関係書類

職業相談 求職者支援制度 求職者支援訓練就職支援関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援関
係

外国人就労・定着支援研
修関係文書

企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 職業安定行政定例業務報
告関係

職業安定行政定例業務報
告関係文書

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 職業安定行政定例業務報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者採用計画関係 就職面接会関係文書 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 就職面接会 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者求職関係 障害者求職申込書 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者求職申込書 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 ハローワークシステム関係
綴

企業支援・専
門援助

総合的雇用情報シ
ステム事務処理要
領

ハローワークシステム関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒関係 学卒関係簿 企業支援・専
門援助

若年者雇用 学卒関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理関係 学卒求人受理簿 企業支援・専
門援助

若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務
関係

公正採用選考等関係業務
文書

企業支援・専
門援助

公正採用選考 公正採用人権啓発関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度関係 求職者支援制度関係文書 企業支援・専
門援助

求職者支援制度 求職者支援制度関係綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経
緯

システム業務月報・年報 システム業務月報・年報 企業支援・専
門援助

統計調査 システム業務月報・年報 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿・非常勤職員 庶務 勤務時間 出勤簿・非常勤職員 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 休暇簿・非常勤職員 庶務 勤務時間 休暇簿・非常勤職員 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 庶務 文書 非常勤職員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員人事関係 人事関係綴 庶務 文書 人事関係綴 5 － 廃棄

総務に関する事項 総務関係通達 通達関係 総務関係通達綴 庶務 文書 総務関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業紹介通達関係 職業紹介関係通達 庶務 文書 職業紹介関係通達綴 5 － 廃棄

職業対策に関する事項 職業対策業務通達 職業対策通達関係 職業対策関係通達 庶務 文書 職業対策関係通達綴 5 － 廃棄

雇用保険に関する事項 雇用保険業務通達 雇用保険通達関係 雇用保険関係通達 庶務 文書 雇用保険関係通達綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 特殊取扱郵便物等収受簿 庶務 文書 特殊取扱郵便物等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 郵便収受処理簿兼金券管
理簿

庶務 文書 郵便収受処理簿兼金券管理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 特定個人情報等 特定個人情報ファイル簿 庶務 文書 特定個人情報ファイル簿 5 22 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品関係 物品関係 庶務 物品管理 物品関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品関係 物品管理換通知書・請求
書

庶務 物品管理 物品管理換通知書・請求書 5 － 廃棄
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15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品関係 物品修繕・不用決定 庶務 物品管理 物品修繕・不用決定 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張関係 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張関係 旅費関係簿 庶務 庶務 旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係簿 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿綴 庶務 債権管理 債権管理簿綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

経理関係簿 庶務 経理・出納 経理関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算要求 庶務 経理・出納 予算要求 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法(失業
者の退職手当)

雇用保険給付関係 政府職員等失業者退職手
当

庶務 経理・出納 政府職員等失業者退職手当 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書受払簿 庶務 経理・出納 現金領収証書受払簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 庶務 経理・出納 現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿 庶務 経理・出納 現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金払込仕訳書綴 庶務 経理・出納 現金払込仕訳書綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金払込書・領収書綴 庶務 経理・出納 現金払込書・領収書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張関係 旅費精算額請求書 庶務 経理・出納 旅費精算額請求書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 通勤手当認定簿 庶務 給与 通勤手当認定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 給与等(修正)報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 諸手当関係 庶務 給与 諸手当関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 給与関係 庶務 給与 給与関係 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 職業安定行政監察等に関す
ること

職業安定行政監察等関係 職業安定監察関係綴 庶務 行政監察 職業安定監察関係綴 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ管理・登
録簿

庶務 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ管理・登録簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票
関係

介護休業給付追給入力票 雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給記録取
消票関係

介護休業給付追給記録取
消票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給記録取消票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書(被保険者期間等証明
書を含む)

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

個人番号登録・変更届出
書綴

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書 個人番号登録届出書 雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録届出書（連記式）個人別票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高齢者雇用継続給付追給
入力票

高齢者雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高齢者雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法(失業
者の退職手当)

政府職員等失業者退職手
当

政府職員等失業者退職手
当関係綴

雇用保険 雇用保険給付 政府職員等失業者退職手当関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 雇用保険 雇用保険給付 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険者資格 離職票 離職票綴(資格決定) 雇用保険 雇用保険給付 離職票綴（資格決定） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給・回収 追給・回収関係綴 雇用保険 雇用保険給付 追給・回収関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 条件付支給離職票 条件付支給離職票 雇用保険 雇用保険給付 条件付支給離職票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 毎月勤労統計に関する追
加給付

毎月勤労統計に関する追
加給付(件数票)

雇用保険 雇用保険給付 毎月勤労統計に関する追加給付（件数票） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 毎月勤労統計に関する追
加給付

毎月勤労統計に関する追
加給付(報告関係)

雇用保険 雇用保険給付 毎月勤労統計に関する追加給付（報告関係） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 特別処置変更票 特別処置変更票 雇用保険 雇用保険給付 特別処置変更票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係

雇用保険印紙購入通帳交
付・更新申請書関係文書

雇用保険 雇用保険適用 雇用保険印紙購入通帳交付・更新申請書関係
文書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票関係

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票
関係

育児休業給付追給入力票 雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給記録取
消票関係

育児休業給付追給記録取
消票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給記録取消票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書関係

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険 雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険関係通達関係 雇用保険関係通達綴 雇用保険 文書 雇用保険関係通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハロ－ワ－クシステム(雇用
保険)

0番キ－使用デ－タ－一覧
表

0番キ－使用デ－タ－一覧
表

雇用保険 ハロ－ワ－クシス
テム

0番キ－使用デ－タ－一覧表 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付関係 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険 雇用保険受給 雇用保険追加給付関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用 トライアル関係 職業相談 一般職業紹介 トライアル関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書 トライアル雇用実施計画書 職業相談 一般職業紹介 トライアル雇用実施計画書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用結果報告 トライアル雇用結果報告書 職業相談 一般職業紹介 トライアル雇用結果報告書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 アクセス記録確認実施記
録綴

職業相談 一般職業紹介 アクセス記録確認実施記録綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 ひとり親全力キャンペーン ひとり親全力キャンペーン 職業相談 生活保護 ひとり親全力キャンペーン 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業

生活保護受給者等就労自
立促進事業

職業相談 生活保護 生活保護受給者等就労自立促進事業 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特開金雇入登録 特開金雇入登録関係綴 職業相談 雇用関係給付金 特開金雇入登録関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用関係 外国人関係綴 企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 企業支援・専
門援助

高齢者雇用対策 高年齢者関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用関係 障害者関係綴 企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 障害者関係綴 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介関係 求人関係綴 企業支援・専
門援助

一般職業紹介 求人関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助関係 再就職援助計画関係書類 企業支援・専
門援助

一般職業紹介 再就職援助計画関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 青少年の雇用の促進等に
関する法律関係

青少年の雇用の促進等に
関する法律関係綴

企業支援・専
門援助

若年者雇用 青少年の雇用の促進等に関する法律関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金の交付に関する重要
な経緯

トライアル雇用助成金支給
関係

トライアル雇用助成金支給
関連関係

企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 トライアル雇用助成金支給関連関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金の交付に関する重要
な経緯

助成金関係 助成金関係綴 企業支援・専
門援助

雇用関係給付金 助成金関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 特定離職者等関係 特定離職者等関係綴 企業支援・専
門援助

特定離職者等雇用
対策

特定離職者等関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

建設・港湾労働対策 建設・港湾労働業務関係 建設・港湾労働者関係 企業支援・専
門援助

建設・港湾労働対
策

建設・港湾労働者関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

行政手続法第２条第３号の許
認可等に関する重要な経緯

許認可等をするための決
裁文書その他許認可等に
至る過程が記録された文
書

地域雇用開発関係書類 企業支援・専
門援助

地域雇用対策 地域雇用開発関係書類 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間 庶務 勤務時間 職員等勤務時間関係 6 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤勤務時間関係 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員勤務時間関係 6 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 毎月勤労統計に関する追
加給付

毎月勤労統計に関する追
加給付(管理票・追給入力
票)

雇用保険 雇用保険給付 毎月勤労統計に関する追加給付（管理票・追給
入力票）

7 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 ハローワークシステム関係
綴

庶務 庶務 ハローワークシステム関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係綴 庶務 行政監察 雇用保険監察関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 会計経理内部監査に関する
こと

会計経理内部監査関係 庶務会計経理内部監査関
係綴

庶務 行政監察 庶務会計経理内部監査関係綴 10 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係文書 庶務 情報セキュリティ関
係

情報セキュリティ関係文書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険審査請求 審査請求 審査請求 雇用保険 雇用保険給付 審査請求 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 雇用保険六十歳到達賃金
月額証明書関係

雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書(雇用保険六
十歳到達時賃金証明書雇
用保険被保険者定年時賃
金証明書を含む)

雇用保険 雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

職業相談 求職者支援制度 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援関係 職業訓練受講給付金支給
申請関係書類

企業支援・専
門援助

求職者支援制度 職業訓練受講給付金支給申請関係書類 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 職業紹介事業 (学校等)無料職業紹介事
業届出書(変更)

職業相談 若年者雇用 （学校等）無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金(第101条
の2の7第2号関係)支給申
請書

教育訓練給付金(第101条
の2の7第2号関係)支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書

10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届

雇用保険日雇労働被保険
者資格取得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届 特定日以
後3年

－ 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者任意加入申請書

雇用保険日雇労働被保険
者任意加入申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書 特定日以
後3年

－ 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険
者資格継続認可申請書

雇用保険日雇労働被保険
者資格継続認可申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険日雇労働被保険者資格継続認可申
請書

特定日以
後3年

－ 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所非該当申
請書関係

雇用保険事業所非該当申
請書

雇用保険 雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申請書 特定日以
後3年（事
業所廃止）

－ 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 雇用保険給付 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費 求職活動支援費(広域求職
活動費)支給申請書

雇用保険 雇用保険給付 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 雇用保険給付 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 再資格決定 再資格決定綴 雇用保険 雇用保険給付 再資格決定綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 法4条等不該当処分 法4条等不該当処分関係
綴

雇用保険 雇用保険給付 法4条等不該当処分関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移管 移管関係綴 雇用保険 雇用保険給付 移管関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハロ－ワ－クシステム(雇用
保険)

0キ－使用書類 0キ－使用書類綴(給付関
係)

雇用保険 雇用保険給付 0キ－使用書類綴（給付関係） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日変更票

残日数・前回支給期間末
日変更票

雇用保険 雇用保険給付 残日数・前回支給期間末日変更票 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係書類 不正受給関係書類 雇用保険 雇用保険給付 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係書類 不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 雇用保険給付 不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 職業訓練関係 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

企業支援・専
門援助

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業相談 一般職業紹介 求職申込書及び求職申込書に関する文書（付
属施設等の類似の書類を含む）

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策関係業務
取扱状況

外国人雇用対策関係業務
取扱状況関係文書

職業相談 職業紹介 外国人雇用対策 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用サービスコー
ナー業務

外国人雇用サービスコー
ナー業務関係文書

職業相談 職業紹介 外国人雇用サービスコーナー業務関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研
修事業業務

外国人就労・定着支援研
修事業業務関係文書

職業相談 職業紹介 外国人就労・定着支援研修事業業務関係文書 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者等就労自
立促進事業関係

生活保護受給者等就労自
立促進事業実施報告

職業相談 職業紹介 生活保護受給者等就労自立促進事業関係文
書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書

職業相談 職業紹介 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

職業紹介に係る事項 職業紹介業務通達 各種通達 各種通達 職業相談 通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還記録変更票 回収・返還記録変更票 雇用保険 雇用保険受給 回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 雇用保険 雇用保険受給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険 雇用保険受給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証

雇用保険受給資格者証
雇用保険高年齢受給資格
者証
雇用保険特例受給資格者
証

雇用保険 雇用保険受給 雇用保険受給資格者証雇用保険高年齢受給
資格者証雇用保険特例受給資格者証

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更票 就職年月日等変更票 雇用保険 雇用保険受給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

０番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票

教育訓練給付金基本項目
変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消
票

教育訓練給付金支給取消
票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給記録
取消票

教育訓練給付金追給記録
取消票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練関給付金適用対象期間延長記録変
更票

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金不正処分
等入力票

教育訓練給付金不正処分
等入力票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金不正処分等入力票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票‐１雇用保険被保険
者離職票‐２

3 － 廃棄

豊川公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転証明書 移転証明書 雇用保険 雇用保険受給 移転証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移転費支給申請書 移転費支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 雇用保険 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）支給
申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）
支給申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

雇用保険 雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険 雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険 雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票

支給台帳基本項目変更等
票

雇用保険 雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

雇用保険 雇用保険受給 失業認定申告書高年齢受給資格者失業認定
申告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 雇用保険受給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

雇用保険 雇用保険受給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係書類 雇用保険 雇用保険受給 不正受給関係書類 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険審査請求 雇用保険審査参与 雇用保険審査参与関係綴 雇用保険 雇用保険審査請求 雇用保険審査参与関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

級別日数別支払内訳書 級別日数別支払内訳書
（総括票、個人別票、追及
分）

雇用保険 ハローワークシステ
ム

級別日数別支払内訳書（総括票、個人別票、追
給分）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

決議用支払内訳書 決議用支払内訳書（総括
票、個人別票、追給分）

雇用保険 ハローワークシステ
ム

決議用支払内訳書（総括票、個人別票、追給
分）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 ハローワークシステ
ム

振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 ハローワークシステ
ム

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査対象者一覧表 要調査対象者一覧表（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

雇用保険 ハローワークシステ
ム

要調査対象者一覧表（基本手当等関係、再就
職手当等関係、高年齢雇用継続給付関係、育
児・介護休業給付関係、雇用継続交流採用）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険業務報告 各種報告 各種報告関係 雇用保険 報告 各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険業務会議 各種会議 各種会議 雇用保険 会議 各種会議綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 給付関係書類 給付関係書類 雇用保険 給付関係 給付関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険 雇用保険受給 雇用保険追加給付関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者漢字氏
名記録変更票

雇用保険被保険者漢字氏
名記録変更票

雇用保険 雇用保険受給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請 受給期間延長申請書 雇用保険 雇用保険受給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力票 雇用保険 雇用保険受給 追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険業務復命書 各種復命書 各種復命書 雇用保険 復命書 各種復命書綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）

国家公務員退職手当法
（失業者の退職手当）関係
文書

雇用保険 国家公務員退職手
当法（失業者の退

職手当）

国家公務員退職手当法（失業者の退職手当）
関係文書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 雇用保険 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険審査請求 雇用保険審査 雇用保険審査関係文書 雇用保険 雇用保険審査請求 雇用保険審査関係文書 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災関係等 防災 防災関係 庶務 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）

業務月報・年報（安定所
分）

庶務 調査統計（職業安
定）

業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 出張及び官用車 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 海外渡航承認、海外出張 庶務 服務 海外渡航承認、海外出張 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 共済関係 共済 共済関係 庶務 福利厚生 共済関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務関係 庶務 庶務関係 庶務 庶務 庶務関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務関係業務会議 各種会議 各種会議 庶務 会議 各種会議綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 基準給与簿 庶務 給与 職員別給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告 給与等（修正）報告書 庶務 給与 給与等（修正）報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与等（修正）報告 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与 給与関係 庶務 給与 給与関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 病気・特別休暇 庶務 勤務時間 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 年次休暇 庶務 勤務時間 年次休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 代休日指定簿 庶務 勤務時間 代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 職専免承認簿 庶務 勤務時間 職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検 会計検査、監査、受検関係
綴

庶務 検査 会計検査、監査、受検関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書報告 会計関係検査書綴 庶務 検査 会計関係検査書綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅費 旅費関係 庶務 出張及び官用車 旅費関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
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保存期間 文書管理
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当事項・業
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13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 出張及び官用車 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 出張及び官用車 出張復命書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品増減及び現在額報告
書

物品増減及び現在額報告
書

庶務 物品管理 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品請求書 物品請求書 庶務 物品管理 物品請求書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定 物品不用決定関係 庶務 物品管理 物品不要決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品 物品関係 庶務 物品管理 物品関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイル簿 特定個人情報ファイル簿 庶務 文書 特定個人情報ファイル簿 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報等取扱者名
簿

特定個人情報等取扱者名
簿

庶務 文書 特定個人情報等取扱者名簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付 特殊取扱郵便等受付送付
簿

庶務 文書 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 庶務 文書 収受文書台帳 5 22 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務関係業務復命書 各種復命書 各種復命書 庶務 復命書 各種復命書綴 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務関係業務通達 各種通達 各種通達 庶務 通達 各種通達綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 庶務 文書 発議文書台帳 30 22 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

庶務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 中央職業安定行政監察等に
関すること

中央職業安定行政監察等 中央職業安定行政監察関
係文書

庶務 中央職業安定行政
監察関係

中央職業安定行政監察等関係文書 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係文書 庶務 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付回収・返還
入力票

育児休業給付回収・返還
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
変更票

育児休業給付再取得記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還等入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）関係

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者漢字氏
名記録変更票

雇用保険被保険者漢字氏
名記録変更票

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者漢字氏名記録変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変
更票

雇用保険被保険者住所変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険 雇用保険事業所 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

適用関係 適用 適用関係 雇用保険 適用 適用関係 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 雇用保険適用事業所設置
届
雇用保険適用事業所廃止
届
雇用保険被保険者関係届

雇用保険 雇用保険事業所 雇用保険適用事業所 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険 高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明書

雇用保険 証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 任意加入に係る通知 任意加入に係る通知文書 雇用保険 適用 任意加入に係る通知文書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

雇用保険 適用 労働保険適用徴収関係書類送付書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険被保険者離職証
明書（被保険者期間等証
明書を含む）

雇用保険 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険 適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書

名称・所在地等変更届関
係文書

雇用保険 適用 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達 各種通達 雇用保険 通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書

雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明
書、雇用保険被保険者定
年時賃金証明書を含む）

雇用保険 証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書・雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 企業支援・専
門援助

一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 企業支援・専
門援助

若年者雇用 学卒求人受理簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

企業支援・専
門援助

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業事業報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果

高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果

企業支援・専
門援助

若年者雇用 高等学校における職業意識形成支援事業実施
結果

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 就職面接会実施計画・結
果・就職状況

就職面接会実施計画・結
果・就職状況

企業支援・専
門援助

若年者雇用 就職面接会実施計画・結果・就職状況 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人業務報告 各種報告 各種報告関係 企業支援・専
門援助

報告 各種報告関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人業務会議 各種会議 各種会議 企業支援・専
門援助

会議 各種会議綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画業務報告 再就職援助計画業務報告
関係文書

企業支援・専
門援助

一般職業紹介 再就職援助計画関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度 外国人雇用状況届出制度
関係文書

企業支援・専
門援助

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務
報告

公正採用選考等関係業務
報告

企業支援・専
門援助

公正採用選考 公正採用選考等関係業務報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

学卒業務 学卒 学卒 企業支援・専
門援助

若年者雇用 学卒関係 5 － 廃棄

求人に係る事項 求人業務通達 各種通達 各種通達 企業支援・専
門援助

通達 各種通達綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

求人業務復命書 各種復命書 各種復命書 企業支援・専
門援助

復命書 各種復命書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業適性検査 職業適性検査関係書類 企業支援・専
門援助

若年者雇用 職業適性検査関係書類 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

企業支援・専
門援助

若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

新規中学校卒業者の求職
動向報告（学報第２号）

企業支援・専
門援助

若年者雇用 新規中学校卒業者の求職動向報告（学報第２
号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

企業支援・専
門援助

若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報第３号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中卒用職業相談票 企業支援・専
門援助

若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 若者応援宣言 若者応援宣言に関する報
告

企業支援・専
門援助

若年者雇用 若者応援宣言に関する報告 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

企業支援・専
門援助

特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係業務報告 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

出稼労働者対策 出稼労働者対策 出稼労働者対策関係文書 企業支援・専
門援助

出稼労働者対策 出稼労働者対策関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

地域雇用対策 地域雇用情勢把握・分析 ・集計表
・報告書

企業支援・専
門援助

地域雇用対策 地域雇用情勢把握・分析関係文書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

企業支援・専
門援助

求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請関係書類（求職
者支援制度業務取扱要領様式：B-1～B-3、B-
6、B-9、B-18、B-19）

10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

企業支援・専
門援助

求人申込書及び求
人申込書に類する

書類関係

求人申込書及び求人申込書に類する書類関係
（付属施設等の類似の書類を含む）

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求人申込書及び求人申込
書に類する書類

求人申込書及び求人申込
書に類する文書（付属施設
等の類似の書類を含む）

企業支援・専
門援助

求人申込書及び求
人申込書に類する

書類関係

求人申込書及び求人申込書に類する書類関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

企業支援・専
門援助

高齢者雇用状況報
告関係

高齢者雇用状況報告関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援・専
門援助

障害者雇用状況報
告関係

障害者雇用状況報告関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 トライアル雇用実施計画書（対象者確認票及び
対象者確認書類含む）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 事業所訪問指導 事業所訪問指導関係文書 企業支援・専
門援助

事業所訪問指導関
係

事業所訪問指導関係書類 5 － 廃棄

11，12 職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業安定法に基づく求人
不受理

職業安定法に基づく求人
不受理関係文書

企業支援・専
門援助

職業安定法に基づ
く求人不受理関係

職業安定法に基づく求人不受理関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

障害者雇用安定助成金
（障害者職場定着支援コー
ス）

障害者雇用安定助成金
（障害者職場定着支援コー
ス）関係文書

企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 障害者職場定着支援奨励金関係書類 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連

トライアル雇用助成金支給
関連（一般トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感
染症対応トライアルコー
ス・新型コロナウイルス感

企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 トライアル雇用助成金支給関連 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 雇用調整助成金関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 大量雇用変動 大量雇用変動関係文書 企業支援・専
門援助

大量雇用変動関係 大量雇用変動関係書類 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

企業支援・専
門援助

障害者雇用対策 職業訓練校受講指示関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

企業支援・専
門援助

高齢者雇用状況報
告関係

高齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置指
導等

高年齢者雇用確保措置指
導等

企業支援・専
門援助

高年齢者雇用確保
措置指導等関係

高年齢者雇用確保措置指導等 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金支給関係

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金関係書類 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 企業支援・専
門援助

雇用関係助成金 雇用関係助成金 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用連絡会議 障害者雇用連絡会議関係
文書

企業支援・専
門援助

障害者雇用連絡会
議関係

障害者雇用連絡会議関係文書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 チーム支援 チーム支援関係文書 企業支援・専
門援助

チーム支援関係 チーム支援関係文書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 能力判断 能力判断関係文書 企業支援・専
門援助

能力判断関係 能力判断関係文書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

企業支援・専
門援助

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇入計画 障害者雇入計画関係文書 企業支援・専
門援助

障害者雇入計画関
係

障害者雇入計画関係文書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 企業支援・専
門援助

障害者雇用状況報
告関係

障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

企業支援・専
門援助

障害者職業生活相
談員選任報告関係

障害者職業生活相談員選任報告書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業紹介 障害者職業紹介関係文書
（他の分類に含まれるもの
を除く）

企業支援・専
門援助

障害者職業紹介関
係

障害者職業紹介関係文書（他の分類に含まれ
るものを除く）

常用 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 取扱注意文書_電磁的記録
媒体管理簿

庶務 情報セキュリティ関
係

電磁的記録媒体管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

庶務 情報セキュリティ関
係

外部電磁的記録媒体貸出管理簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票関係

教育訓練給付支給要件照
会票

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更等票関係

被保険者台帳ヘッダー変
更等票

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届関係

雇用保険被保険者氏名変
更届

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

0番キー使用データ一覧表 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書関係

個人番号登録・変更届出
書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 個人番号登録・変更届出書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票関係

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

管理（雇用保
険）

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届関係

払渡希望金融機関指定・
変更届

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届関係

受給資格者氏名・住所変
更届

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就職年月日等変更票関係 就職年月日等変更票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票関係 訓練関係記録変更票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 過誤払金の回収について（回収・返還入力票） 1 － 廃棄

新城公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書関係 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 採否通知書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 一般職業紹介関係（他の分類に含まれるものを
除く）

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練校募集案内 訓練校募集案内 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 訓練校募集案内 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書関係 就職支援関係書類(求職者
支援制度業務取扱要領様
式：C-1、C-2、C-4、C-6、
C-8～C-10、C-12、C-13)

職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 求職者支援制度コース情報（募集チラシ等） 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書関係 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 採否通知書（障害者） 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求人申込書及び求人申込
書に類する書類関係

求人申込書及び求人申込
書に類する書類（付属施設
等の類似の書類を含む）

職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 求人票 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張
関係

海外渡航承認、海外出張 管理（庶務） 職員の服務 海外渡航承認、海外出張関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告関係

官用車使用要求書及び事
後報告書

管理（庶務） 職員の出張 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

商務業務に係る事項 庶務の業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 職員の出張 旅費関係文書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用自転車貸出簿関係 官用自転車貸出簿 管理（庶務） 職員の出張 官用自転車貸出簿 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与関係 給与等(修正)報告書 管理（庶務） 職員の給与 給与等（修正）報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与 給与関係 管理（庶務） 職員の給与 給与関係文書（報告・法定外控除） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係綴 管理（庶務） 職員の福利厚生 健康診断関係 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断関係 健康診断関係綴 管理（庶務） 職員の福利厚生 メンタルヘルス関係 3 － 廃棄

公益通報に関する事項 公益通報 公益通報 公益通報関係書類 管理（庶務） 公益通報 公益通報関係 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴 管理（庶務） 防災 防災関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務会議 各種会議関係 各種会議綴 管理（庶務） 管理課業務会議 会議関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務会議 各種会議関係 各種会議綴 管理（庶務） 管理課業務会議 会議関係（他機関） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画立案の検討その他の職
員の研修に関する重要な経
緯

職員研修関係関係 職員研修関係 管理（庶務） 職員の人事 職員研修関係 3 － 廃棄

108 統計に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報（安定所
分）関係関係

業務月報・年報（安定所
分）

管理（庶務） 統計調査【安定所】 業務月報・年報 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書関係

育児休業基本給付金支給
申請書

管理（雇用保
険）

育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票関係

育児休業給付関係変更票 管理（雇用保
険）

育児休業給付 育児休業給付関係変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付支給記録変
更票

介護休業給付支給記録変
更票

管理（雇用保
険）

介護休業給付 介護休業給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書関係

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書(実践型) 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

被保険者台帳トレーラー変
更等票

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２関係

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票－１雇用保険被保険
者離職票－２（マイナンバー含む）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 短期常態二重取得チェック
リスト

短期常態二重取得チェック
リスト

管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

短期常態二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査一覧メッセージ関係 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

要調査一覧メッセージ（基本手当等関係再就職
手当等関係高年齢雇用継続給付関係育児・介
護休業給付関係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査一覧メッセージ関係 要調査一覧メッセージ（基
本手当等関係、再就職手
当等関係、高年齢雇用継
続給付関係、育児・介護休
業給付関係、雇用継続交

管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

要調査対象者整理簿（基本手当等関係再就職
手当等関係就職関係高年齢雇用継続給付関
係育児・介護休業給付関係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

常用就職支度金手当金等二重取得チェックリス
ト

3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 振込不能一覧表 振込不能一覧表 管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

払込不能一覧表 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止
届関係

雇用保険適用事業所廃止
届

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申
請書関係

雇用保険事業所非該当申
請書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書関係

高年齢雇用継続給付支給
申請書

管理（雇用保
険）

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票関係

６０歳到達時賃金日額変
更票

管理（雇用保
険）

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票関係

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

管理（雇用保
険）

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票関係

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

管理（雇用保
険）

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書関係 傷病手当支給申請書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書関係

公共職業訓練等受講証明
書

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書関
係

再就職手当支給申請書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書関係

常用就職支度金支給申請
書

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書関係 就業手当支給申請書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票関係 延長給付等入力票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 延長給付等入力票（終了後手当） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票関係 延長給付等入力票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 個別延長給付綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届関係

公共職業訓練等受講・通
所届

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書
関係

未支給失業等給付請求書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 移転証明書関係 移転費支給申請書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書関係

失業認定申告書
高年齢受給資格者失業認
定申告書
特例受給資格者失業認定
申告書

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 失業認定申告書高年齢受給資格者失業認定
申告書特例受給資格者失業認定申告書

3 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳完結者一覧表 支給台帳完結者一覧表 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 支給台帳完結者一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

管理（雇用保
険）

継続給付 高年齢雇用継続給付完結者一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険給付 日報 日報 管理（雇用保
険）

文書台帳 日報 3 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係 管理（雇用保
険）

文書台帳 会計検査院実地検査関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票関係 中卒用職業相談票 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係綴 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒業務会議関係（中学） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係 学卒業務会議関係綴 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒業務会議関係（高校） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）関係

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職状況報告
（学報２号）（学報３号）（学報4号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告関係

定着支援の実施等の状況
報告

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 新規学卒者及びフリーターに対する就職後の
職場定着支援等

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果
関係

高等学校における職業意
識形成支援事業実施結果

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 職業意識形成支援事業関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務報告 各種報告関係 各種報告関係 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒関係定例業務報告 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書関係

学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業事業報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒 学卒関係 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒関係 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係（中学） 学卒関係（中学） 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒関係（中学） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係（高校） 学卒関係（高校） 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒関係（高校） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒求人説明会 学卒求人説明会 職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学卒求人説明会 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 一般職業紹介関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦
関係

職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係(普通・短期課程
訓練入校願書）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 就職支援セミナー関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 就職活動バックアップセミナー関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 巡回相談関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 ハローワークシステム関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 PDCA関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦
関係

職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類（職業訓練
ケース会議関係）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦
関係

職業訓練受講指示・推薦
関係書類

職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 職業訓練関係・選考結果（適正検査通知含） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 日雇労働者関係 日雇労働者関係 職業紹介（職
業紹介）

一般職業紹介 日雇労働者関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）関係

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

職業紹介（職
業紹介）

雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書等（対象者確認票及
び対象者確認書類含む）

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書関
係

障害者雇用状況報告書 職業紹介（職
業紹介）

障害者雇用対策 障害者・高年齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用指導関係 障害者雇用指導関係 職業紹介（職
業紹介）

障害者雇用対策 障害者雇用指導関係 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 職業安定行政定例業務報
告関係

職業安定行政定例業務報
告

職業紹介（職
業紹介）

統計調査（職業安
定）

定例業務報告関係（紹介） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 職業安定行政定例業務報
告関係

職業安定行政定例業務報
告

職業紹介（職
業紹介）

統計調査（職業安
定）

定例業務報告関係（統括報告分） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用確保措置指
導等関係

高年齢者雇用確保措置指
導等関係

職業紹介（職
業紹介）

高齢者雇用対策 高年齢者雇用指導関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告関係

刑務所出所者等就労支援
事業関係業務報告

職業紹介（職
業紹介）

特定離職者等雇用
対策

刑余者関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務報告 各種報告関係 各種報告関係 職業紹介（求
人・専門援
助）

求人・専門援助業
務報告

局報告（求人） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考等関係業務
報告関係

公正採用選考等関係業務
報告

職業紹介（求
人・専門援
助）

公正採用選考 公正採用選考関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）関係

トライアル雇用実施計画書
等（対象者確認票及び対
象者確認書類含む）

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

トライアル雇用実施計画書・結果報告書（障害
者）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介関係 一般職業紹介関係書類 職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 求人充足会議 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務会議 各種会議関係 各種会議綴 職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 各種会議関係 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 職業紹介（求
人・専門援
助）

若年者雇用（求人・
専門援助）

学卒求人受理簿(高校） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人受理簿 学卒求人受理簿 職業紹介（求
人・専門援
助）

若年者雇用（求人・
専門援助）

学卒求人受理簿(大学） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 病気・特別休暇 管理（庶務） 職員の服務 病気・特別休暇 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 管理（庶務） 職員の服務 勤務時間報告書（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 週休日の振替等命令簿 管理（庶務） 職員の服務 週休日の振替等命令簿・代休日指定簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 年次休暇 管理（庶務） 職員の服務 年次休暇（職員） 5 － 廃棄
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13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 年次休暇 管理（庶務） 職員の服務 年次休暇（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 管理（庶務） 職員の服務 非常勤職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 庁費支弁職員関係 庁費支弁職員関係 管理（庶務） 職員の服務 庁費支弁職員関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理（庶務） 職員の服務 出勤簿（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理（庶務） 職員の服務 出勤簿（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理（庶務） 職員の服務 出勤簿（庁費支弁職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務予定者報告書 管理（庶務） 職員の服務 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 管理（庶務） 職員の服務 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務予定者報告書 管理（庶務） 職員の服務 勤務時間報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 管理（庶務） 職員の服務 欠勤事由確認書（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 管理（庶務） 職員の服務 勤務日変更届（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿関係 病気・特別休暇 管理（庶務） 職員の服務 休暇簿特別休暇（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 管理（庶務） 職員の服務 超過勤務等命令簿・超過勤務実績報告書（相
談員）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 管理（庶務） 職員の服務 給付調査官勤務状況報告 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算内示会計関係 管理（庶務） 経理・出納 予算内示会計関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行要求書関係 管理（庶務） 経理・出納 予算執行要求書関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 管理（庶務） 経理・出納 謝金・委員会旅費所要額報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 前途資金交付・受払・送金
請求書（マル政）

管理（庶務） 経理・出納 前途資金交付・受払・送金請求書（マル政） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

管理（庶務） 会計検査 会計検査院関係（庶務） 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書報告 会計関係検査書綴 管理（庶務） 会計検査 会計関係検査書 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 管理（庶務） 債権管理 債権管理関係 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 管理（庶務） 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 管理（庶務） 債権管理 債権管理関係（現金払込仕訳書） 5 15(2) 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理（庶務） 職員の出張 旅行命令簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 管理（庶務） 職員の出張 旅費請求書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 管理（庶務） 職員の出張 出張予定書及び出張報告 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行依頼簿 旅行依頼簿 管理（庶務） 職員の出張 旅行依頼簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

管理（庶務） 職員の出張 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理（庶務） 職員の出張 業務命令外出簿(管理課) 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 管理（庶務） 職員の出張 業務命令外出簿(職業紹介部門) 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費精算額請求書 管理（庶務） 職員の出張 旅費精算額請求書 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の給与に関する事項 基準給与簿等 職員の給与 基準給与簿 管理（庶務） 職員の給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 通勤手当関係 管理（庶務） 職員の給与 通勤手当関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 扶養手当・こども手当関係 管理（庶務） 職員の給与 扶養手当・こども手当関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書関係 物品管理換通知書 管理（庶務） 物品管理 物品管理換関係書類 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係 物品不用決定関係 管理（庶務） 物品管理 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品取得・修繕関係 物品取得・修繕伺 管理（庶務） 物品管理 修繕関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品検査調書 物品検査調書 管理（庶務） 物品管理 物品検査調書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品関係文書（増減・現在
額報告書含む）

物品関係文書（増減・現在
額報告書含む）

管理（庶務） 物品管理 物品関係文書（増減・現在額報告書含む） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品報告 物品報告 管理（庶務） 物品管理 物品報告 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

各種検収 各種検収簿 管理（庶務） 物品管理 各種検収簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 行政文書関係 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 商務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 ハローワークサービス関係 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 個人情報保護関係 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 商務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 安定所各種変更通知 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 システム関係 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 商務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 セクハラ・パワハラ防止関係 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係（キャリア・コンサルティング関係) 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係（都道府県労働局働き方・休み方改革
関係）

5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係（月間署所長報告の実施について） 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係（暴力行為等に対する職員等の安全
確保対策及び都道府県労働局に対する不当要
求行為の防止）

5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 管理課業務通達 庶務関係（サービス提供時間の延長に係る応
援体制について）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 管理（庶務） 管理課業務復命書 管理課復命書 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 管理（庶務） 文書台帳 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄・削除 廃棄・削除記録簿 管理（庶務） 文書台帳 廃棄・削除記録簿 5 22 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 業務運営 業務運営重点施策及び年間行事計画 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 業務運営 行政体制等検討委員会関係 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（庶務） 業務運営 所長ヒアリング資料(職業紹介関係) 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録関係 郵便料金表示額記録簿 管理（庶務） 郵便（特殊郵便含
む）

郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 管理（庶務） 郵便（特殊郵便含
む）

郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
簿

管理（庶務） 郵便（特殊郵便含
む）

郵便(特殊郵便含む)収受処理簿兼金券管理簿
(管理課)

5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特殊取扱郵便等受付送付
関係

特殊取扱郵便等受付送付
簿

管理（庶務） 郵便（特殊郵便含
む）

郵便(特殊郵便含む)収受処理簿兼金券管理簿
(職業紹介部門)

5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部記録媒体庁内使用管
理簿

管理（庶務） 情報セキュリティ関
係

外部記録媒体庁内使用管理簿 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
処理簿(実践型)

教育訓練給付金支給申請
処理簿(実践型)

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請処理簿(実践型) 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
処理簿

教育訓練給付金支給申請
処理簿

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請処理簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金基本項目
変更票関係

教育訓練給付金基本項目
変更票

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金関係変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書関係

教育訓練給付金支給申請
書

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書（マイナンバー含
む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届
関係

雇用保険被保険者転勤届 管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票関係 特別措置等変更票 管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書（被保険者期間
等証明書を含む）（マイナンバー含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届関係

雇用保険被保険者資格取
得届

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届（マイナンバー
含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届関係

雇用保険被保険者資格喪
失届

管理（雇用保
険）

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届（マイナンバー
含む）

5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

ハローワークシステ
ム（業務）

ハローワークシステム関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 労働保険関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 適用促進関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 適用関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 労働保険年度更新関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 事務組合関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 電子申請関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

被保険者台帳トレーラー変
更等票

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者にかかる取消願 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 5 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
(写し)交付申請書

雇用保険被保険者離職票
(写し)交付申請書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者離職票(写し)交付申請書 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳復元照会 被保険者台帳復元照会 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 被保険者台帳復元照会 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証統一
願

雇用保険被保険者証統一
願

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者証統一願 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者に係る
再交付申請書関係

雇用保険被保険者に係る
再交付申請書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者に係る再交付申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

被保険者台帳トレーラー変
更等票

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 就職年月日等変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー挿
入票

被保険者台帳トレーラー挿
入票

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 被保険者台帳トレーラー挿入票 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件
証明書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険適用事業所情報
提供請求書綴

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所情報提供請求書
雇用保険適用事業所設置届事業主控再交付
申請書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書
関係

保険関係成立届関係文書 管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 労働保険成立・消滅事業場リスト票綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険事業主事業所各
種変更届関係

雇用保険事業主事業所各
種変更届

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 適用事業所台帳記録事項変更票・事務担当者
変更届

5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者離職証明書（マイナンバー
含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２関係

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者離職票1・2(高年齢)（マイナ
ンバー含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２関係

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

管理（雇用保
険）

雇用保険適用事業 雇用保険被保険者離職票1・2(短期特例)（マイ
ナンバー含む）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請関係 受給期間延長申請書 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票関係

残日数・前回支給期間末
日等変更票

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 追給入力票関係 追給入力票 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申請処理簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変
更票関係

雇用保険被保険者住所変
更票

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 委嘱・移管関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２関係

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 離職理由判定書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請処理簿

就業促進定着手当支給申
請処理簿

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請処理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請処理
簿

再就職手当支給申請処理
簿

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 再就職手当支給申請処理簿 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険受給 雇用保険受給証明願・受
給資格者証再交付依頼

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 雇用保険受給証明願・受給資格者証再交付依
頼

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更等
票関係

支給台帳基本項目変更等
票

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳閉鎖・受給取下
げ

支給台帳閉鎖・受給取下
げ

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 支給台帳閉鎖・受給取下げ 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書関係

就業促進定着手当支給申
請書

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２関係

雇用保険被保険者離職票
－１
雇用保険被保険者離職票
－２

管理（雇用保
険）

雇用保険受給 離職票補正綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給関係書類 管理（雇用保
険）

雇用保険受給 不正受給関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書関係

介護休業給付金支給申請
書

管理（雇用保
険）

雇用保険証明 介護休業資格確認票・申請書・休業開始時賃
金月額証明書（マイナンバー含む）

5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

雇用保険給付 日雇関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給関係書類 管理（雇用保
険）

雇用保険給付 不正受給処分等伺書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 採用証明書 採用証明書 管理（雇用保
険）

雇用保険給付 採用証明書(紹介) 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 採用証明書 採用証明書 管理（雇用保
険）

雇用保険給付 採用証明書(自己) 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係報告綴 管理（雇用保
険）

雇用保険給付 不正受給関係報告綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費支給申請
書

求職活動支援費支給申請
書

管理（雇用保
険）

雇用保険給付 求職活動支援費支給申請書 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

継続給付 継続給付関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付変更
票(受給資格閉鎖・閉鎖取
消・回収追給変換記録変
更票)

高年齢雇用継続給付変更
票(受給資格閉鎖・閉鎖取
消・回収追給変換記録変
更票)

管理（雇用保
険）

継続給付 高年齢雇用継続給付変更票(受給資格閉鎖・閉
鎖取消・回収追給変換記録変更票)

5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

文書台帳 マイナンバー制度関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険業務報告 各種報告関係 各種報告関係 管理（雇用保
険）

文書台帳 局報告綴 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係綴 管理（雇用保
険）

文書台帳 雇用保険監察関係綴 5 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 業務運営計画 業務運営計画 管理（雇用保
険）

文書台帳 業務運営計画 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

文書台帳 適用関係(事務手続照合省略事業所) 5 － 廃棄
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22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報漏洩防止対策 個人情報漏洩防止対策関
係

管理（雇用保
険）

文書台帳 個人情報漏えい関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書 職業紹介（職
業紹介）

文書 復命書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（職
業紹介）

雇用関係給付金 特開金雇入登録関係送付票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（職
業紹介）

雇用関係給付金 高年齢者雇用開発特例奨励金雇入登録送付
票

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連関係

トライアル雇用助成金支給
関連

職業紹介（職
業紹介）

雇用関係給付金 トライアル雇用関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度
関係

外国人雇用状況届出制度
関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 「不法就労に当たると思わ
れる事案について」関係

「不法就労に当たると思わ
れる事案について」関係書
類

職業紹介（求
人・専門援
助）

外国人雇用対策 外国人関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介関係 障害者職業紹介 障害者関係 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者面接会 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者面接会 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届関係 障害者解雇届 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者解雇届 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者廃止求職票 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者廃止求職票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 チーム支援関係 チーム支援関係書類 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者チーム支援関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者移管関係 障害者移管関係 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者移管関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

助成金関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

助成金関係（障害者） 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金関係書類 職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

雇用調整助成金に係る実施調査関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

特開金に係る実施調査関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

特開金雇入登録関係送付綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

各種助成金支給申請書取次送付票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金関係

特定求職者雇用開発助成
金関係書類

職業紹介（求
人・専門援
助）

雇用関係給付金
（求人・専門援助）

助成金関係（新型コロナウイルス感染症関係） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

職業紹介業務復命書 各種復命書関係 復命書 職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 復命書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用助成金支給
関連関係

トライアル雇用助成金支給
関連

職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 トライアル雇用併用求人 5 － 廃棄

一般職業紹介に関する事
項

ミニ面接会関係等 一般職業紹介 ミニ面接会関係 職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 ミニ面接会関係 5 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 職業紹介（求
人・専門援
助）

一般職業紹介 就職氷河期世代に対する支援関係 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係(求人) 学卒関係(求人) 職業紹介（求
人・専門援
助）

若年者雇用（求人・
専門援助）

学卒関係(求人) 5 － 廃棄

庶務業務に係る事項 庶務業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達綴 管理（庶務） 管理課業務例規通
達

庶務経理例規 10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理（庶務） 行政監察 雇用保険監察関係 10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理（庶務） 行政監察 職業安定監察関係 10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理（庶務） 行政監察 庶務経理監察関係 10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理（庶務） 行政監察 中央職業安定監察関係 10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 管理（庶務） 行政監察 中央雇用保険業務監察関係 10 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の人事異動に関する重
要な経緯

人事関係関係 職員人事関係 管理（庶務） 職員の人事 職員人事関係 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事異動に関する重
要な経緯

人事関係関係 職員人事関係 管理（庶務） 職員の人事 命免証の交付任命関係 10 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事異動に関する重
要な経緯

人事関係関係 職員人事関係 管理（庶務） 職員の人事 職員人事関係（再任用短時間勤務職員） 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票関係

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練給付金受給資格確認票(実践型)（マイ
ナンバー含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書(実践型)

教育訓練支援給付金受講
証明書(実践型)

管理（雇用保
険）

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書(実践型) 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）関係

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（基本給付金
に係る場合）

管理（雇用保
険）

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）（マイナンバー
含む）

10 － 廃棄

13 行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 職業紹介（職
業紹介）

職業安定監察 職業安定監察関係 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

総合的雇用情報システム 障害者登録状況変更一覧
表

障害者登録状況変更一覧
表

職業紹介（求
人・専門援
助）

ハローワークシステ
ム

障害者登録状況変更一覧表 10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録状況変更一覧
表

職業紹介（求
人・専門援
助）

ハローワークシステ
ム

障害者登録一覧表 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 文書廃棄関係 文書廃棄関係 管理（庶務） 管理課業務通達 文書廃棄関係 30 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 管理（庶務） 文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達関係 各種通達綴 管理（雇用保
険）

文書台帳 業務取扱要領の一部改正について 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（開始・廃
止）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（開始・廃
止）

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（開始・
廃止）

30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）

職業紹介（職
業紹介）

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録台帳 職業紹介（求
人・専門援
助）

障害者雇用対策 障害者登録台帳 30 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等記録変更票

介護休業給付回収・返還
等記録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還等記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項入
力票

介護休業給付特別事項入
力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付特別事項変
更票

介護休業給付特別事項変
更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付特別事項変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照
会票

教育訓練給付支給要件照
会票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付支給要件照会票 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険被保険者資格取
得届出確認照会票

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届（出
書）

個人番号登録・変更届（出
書）

雇用保険 雇用被保険者関係 個人番号登録・変更届（出書） 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳(写
し)交付請求書

事業所別被保険者台帳(写
し)交付請求書

雇用保険 雇用被保険者関係 事業所別被保険者台帳(写し)交付請求書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届関係

雇用保険被保険者氏名変
更届

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者氏名変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険被保険者離職票
再交付申請書

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者離職票再交付申請書 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届

払渡希望金融機関指定・
変更届

雇用保険 高年齢雇用給付 払渡希望金融機関指定・変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

春日井公共職業安定所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢再開可能者一覧 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

高年齢雇用継続給付完結
者一覧表

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付完結者一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票関係

６０歳到達時賃金日額登
録該当予定者一覧表

雇用保険 高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額登録該当予定者一覧表 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

高年齢雇用継続給付回
収・返還記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

雇用保険 高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変更表 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

雇用保険 支給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 訓練関係記録変更票 訓練関係記録変更票 雇用保険 支給 訓練関係記録変更 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 雇用保険 支給 過誤払回収綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

不正受給防止起案 不正受給防止起案 雇用保険 支給 不正受給防止起案 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務組合関係 労働保険事務組合関係 雇用保険 適用 労働保険事務組合関係 1 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 幹部会議 幹部会議綴 雇用保険 適用 幹部会議 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票

適用事業所台帳記録事項
変更票

雇用保険 適用 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険認定決定(廃止)
事業場に係る実地調査等

労働保険認定決定(廃止)
事業場に係る実地調査等

雇用保険 適用 労働保険認定決定(廃止)事業場に係る実地調
査等

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録変更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録変更票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
入力票

育児休業給付再取得記録
入力票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録入力票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者住所変
更票

雇用保険被保険者住所変
更票

雇用保険 育児休業給付 雇用保険被保険者住所変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付再取得記録
変更票

育児休業給付再取得記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付再取得記録変更票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援関係書類 就職支援関係書類（求職
者支援制度業務取扱要領
様式：Ｃ-1、Ｃ-2、Ｃ-4、Ｃ-
6、Ｃ-8～Ｃ-10、Ｃ-12、Ｃ-
13）

職業相談 一般職業紹介 就職支援関係書類(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-1、C-2、C-4、C-6、C-8～C-10、
C-12、C-13)

1 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 求職申込書及び類する書
類

職業相談 一般職業紹介 求職申込書及び求職申込書に類する文書（付
属施設等の類似の書類を含む）

1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

一般職業紹介 採否通知書 採否通知書（付属施設等
の類似の書類を含む）

職業相談 一般職業紹介 採否通知書（付属施設等の類似の書類を含む） 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選
任報告書

障害者職業生活相談員選
任報告書

企業支援 障害者雇用対策 障害者職業生活相談員選任報告書 1 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒求人票（中卒、高卒、
大卒等）（求人情報登録票
含む）

学卒求人票（中卒、高卒、
大卒等）（求人情報登録票
含む）

企業支援 若年者雇用 学卒求人票（中卒、高卒、大卒等）（求人情報登
録票含む）

1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書（レンタ
カー）

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

庶務 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書（官用車） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の研修の実施に関する
計画の立案の検討その他の
職員の研修に関する

地方研修関係 地方研修関係 庶務 庶務 障害者登録状況変更一覧表 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報 業務月報・年報 庶務 業務月報 業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 庶務 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

防災に関する事項 防災関係等 防災 防災関係 庶務 防災 防災関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 海外渡航承認、海外出張 庶務 服務 海外渡航承認申請書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス改
善・向上

ハローワーク利用者満足
度調査関係

庶務 業務報告 ハローワーク利用者満足度調査報告綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークサービス推進に
関する業務

ハローワークサービス改
善・向上

ハローワークサービスの自
主点検・総点検報告綴

庶務 業務報告 ハローワークサービスの自主点検・総点検報告
綴

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 マンスリー休暇関係綴 庶務 業務報告 マンスリー休暇報告綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

庶務業務報告 各種報告 各種報告関係 庶務 業務報告 各種報告関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 アクセス記録確認実施記
録綴

庶務 業務報告 アクセス記録確認実施記録簿綴 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

庶務 業務報告 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒業務会議関係綴 学卒業務会議関係綴 専門援助 若年者雇用 学卒業務会議関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書関係

学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

専門援助 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業事業報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業適性検査関係書類 職業適性検査関係書類 専門援助 若年者雇用 職業適性検査関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

新規高等学校・中等教育
学校卒業者の求職動向報
告（学報第３号）

専門援助 若年者雇用 新規高等学校・中等教育学校卒業者の求職動
向報告（学報第３号）

3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

専門援助 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況
報告（年報）

専門援助 若年者雇用 新規学卒者職業紹介状況報告（年報） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中卒用職業相談票 専門援助 若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 若年者雇用 高卒用職業相談票 専門援助 若年者雇用 高卒用職業相談票 3 － 廃棄

11、12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 ナビゲーターの活動実績
報告

ナビゲーターの活動実績
報告

専門援助 若年者雇用 ナビゲーター活動実績報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 定着支援の実施等の状況
報告

定着支援の実施等の状況
報告

専門援助 若年者雇用 定着支援の実施等の状況報告 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付受給資格確
認歴変更票

介護休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給等記
録変更票

介護休業給付金支給等記
録変更票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給等記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給記録取
消票

介護休業給付追給記録取
消票

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付サンプリング
調査綴り

教育訓練給付サンプリング
調査綴り

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付サンプリング調査綴り 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費 求職活動支援費 雇用保険 教育訓練給付金 求職活動支援費 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書（受）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険の被保険者となったこと（被保険者で
なくなったこと）の確認請求（聴取）書（発）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険 雇用被保険者関係 確認請求等受理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者取消願 雇用保険被保険者取消願 雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者取消願 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査一覧メッセージ 要調査一覧メッセージ 雇用保険 雇用被保険者関係 要調査一覧メッセージ（基本手当等関係、再就
職手当等関係、高年齢雇用継続給付関係、育
児・介護休業給付関係、雇用継続交流採用）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

雇用保険 雇用被保険者関係 不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 短期常態二重取得チェック
リスト

短期常態二重取得チェック
リスト

雇用保険 雇用被保険者関係 短期常態二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得日変更処理一覧表

雇用保険被保険者資格取
得日変更処理一覧表

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者資格取得日変更処理一覧
表

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

雇用保険 雇用被保険者関係 被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

雇用保険 雇用被保険者関係 被保険者台帳ヘッダー変更票 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所関係 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険 雇用保険事業 雇用保険事業所廃止依頼 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 0キー使用書類 雇用保険 雇用保険事業 0人事業所予告リスト関係綴(みなし廃止) 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略対象事業主等に
対するサンプリング調査

照合省略対象事業主等に
対するサンプリング調査

雇用保険 雇用保険事業 照合省略対象事業主等に対するサンプリング
調査

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略対象事業主等に
対する実地調査

照合省略対象事業主等に
対する実地調査

雇用保険 雇用保険事業 照合省略対象事業主等に対する実地調査 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 高年齢雇用給付 振込不能一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 未支給高年齢継続給付・
育児休業給付・介護休業
給付

未支給高年齢継続給付・
育児休業給付・介護休業
給付

雇用保険 高年齢雇用給付 未支給高年齢継続給付・育児休業給付・介護
休業給付

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

高年齢雇用継続給付追給
記録取消票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 移管 移管関係綴 雇用保険 支給 移管受綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 雇用保険 支給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 雇用保険 支給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 雇用保険 支給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

雇用保険 支給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申
請書

常用就職支度手当支給申
請書

雇用保険 支給 常用就職支度手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

雇用保険 支給 公共職業訓練等受講・通所届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

雇用保険 支給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 移転証明書関係 移転費支給申請書 雇用保険 支給 移転費支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

求職活動支援費（広域求
職活動費）支給申請書

雇用保険 支給 求職活動支援費（広域求職活動費）支給申請
書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

求職活動支援費（短期訓
練受講費）支給申請書

雇用保険 支給 求職活動支援費（短期訓練受講費）支給申請
書

3 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費（求職活
動役務利用費）支給申請
書

求職活動支援費（求職活
動役務利用費）支給申請
書

雇用保険 支給 求職活動支援費（求職活動役務利用費）支給
申請書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 雇用保険 支給 未支給失業等給付請求書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

個人番号登録エラー通知
票綴

雇用保険 支給 個人番号登録エラー通知票綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表 振込不能一覧表 雇用保険 支給 振込不能一覧表 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 再資格決定 再資格決定綴 雇用保険 支給 再資格決定（再就職含む）綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当不支給
申請書

就業促進定着手当不支給
申請書

雇用保険 支給 就業促進定着手当不支給申請書 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業訓練 終了後手当 終了後手当 雇用保険 支給 終了後手当の判定について 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正関係文書綴 不正関係文書綴 雇用保険 支給 不正関係文書綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給チェックリスト 不正受給チェックリスト 雇用保険 支給 不正受給チェックリスト 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給処分関係綴 雇用保険 支給 不正受給処分関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査関係綴 要調査関係綴 雇用保険 支給 要調査関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 第三者通報 第三者通報 雇用保険 支給 第三者通報 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係報告 雇用保険 支給 不正受給関係報告 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

雇用保険 適用 雇用保険追加給付関係文書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険関係成立リスト綴 労働保険関係成立リスト綴 雇用保険 適用 労働保険関係成立リスト綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険関係消滅リスト綴 労働保険関係消滅リスト綴 雇用保険 適用 労働保険関係消滅リスト綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所関係 照合省略事業所関係 雇用保険 適用 照合省略事業所関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所研修会出
席票

照合省略事業所研修会出
席票

雇用保険 適用 照合省略事業所研修会出席票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険適用 照合省略事業所事務取扱
説明会

照合省略事業所事務取扱
説明会

雇用保険 適用 照合省略事業所事務取扱説明会 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所 事業所関係各種変更通知
（管外移転）

雇用保険 適用 事業所関係各種変更通知（管外移転） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所設置
届取消願・訂正願

雇用保険 適用 雇用保険適用事業所設置届取消願・訂正願 3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 廃棄・削除 廃棄・削除記録簿 雇用保険 適用 廃棄・削除記録簿 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

雇用保険 適用 雇用保険適用事業所廃止届(みなし廃止) 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

雇用保険 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給記録取
消票関係

育児休業給付追給記録取
消票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給記録取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 就職支援計画書 就職支援計画書関係書類
(求職者支援制度業務取扱
要領様式：C-7、C-11）

職業相談 一般職業紹介 就職支援計画書関係書類(求職者支援制度業
務取扱要領様式：C-7、C-11）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人関係 外国人関係 企業支援 外国人雇用対策 外国人関係3 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高齢者雇用関係 高齢者雇用関係 企業支援 高齢者雇用対策 高齢者雇用関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高齢者雇用確保措置関係
高年齢者雇用指導記録

高齢者雇用確保措置関係
高年齢者雇用指導記録

企業支援 高齢者雇用対策 高齢者雇用確保措置関係高年齢者雇用指導
記録

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者解雇届関係 障害者解雇届 企業支援 障害者雇用対策 障害者解雇届 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害
者関係綴

障害者雇用指導関係障害
者関係綴

企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害者関係綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害
者雇用指導記録

障害者雇用指導関係障害
者雇用指導記録

企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害者雇用指導記録 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

企業支援 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第4号）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係3 学卒関係3 企業支援 若年者雇用 学卒関係3 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 企業支援 地域改善対策 公正採用選考等関係業務文書3 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 庶務 文書 郵便物発送簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録簿 郵便料金表示額記録簿 庶務 文書 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 特殊取扱郵便物等収受簿 庶務 文書 特殊取扱郵便物等収受簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超勤支払予定額報告書 超勤支払予定額報告書 庶務 勤務時間 超勤支払予定額報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務予定伺・実績報
告書（職員）

庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務予定伺・実績報
告書（非常勤職員）

庶務 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 庶務 勤務時間 超過勤務等命令簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務状況報告書 勤務状況報告書 庶務 勤務時間 勤務状況報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 庶務 勤務時間 非常勤職員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 庶務 勤務時間 賃金職員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 庶務 勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 庶務 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇） 庶務 勤務時間 休暇承認簿（年次休暇） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（病気・特別休
暇）

庶務 勤務時間 休暇承認簿（病気・特別休暇） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理換通知書 物品管理換通知書 庶務 物品管理 物品管理換通知書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品不用決定関係綴 物品不用決定関係綴 庶務 物品管理 物品不用決定関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理 物品管理簿（備品・消耗
品）

庶務 物品管理 物品管理簿（備品） 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品管理簿（重要物品） 物品管理簿（重要物品） 庶務 物品管理 物品管理簿（重要物品） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行命令簿 旅行命令簿 庶務 庶務 旅行命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行依頼簿 旅行依頼簿 庶務 庶務 旅行依頼簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 庶務 庶務 出張予定書 5 － 廃棄

庶務業務通達に関する事
項

庶務関係等 庶務業務通達 庶務関係 庶務 庶務 庶務関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 庶務 庶務 人事異動関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 通勤手当事後確認関係綴 庶務 庶務 通勤手当事後確認関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 職員諸手当関係綴 庶務 庶務 職員諸手当関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 職員人事関係綴 職員人事関係綴 庶務 庶務 職員人事関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 健康管理・病気休暇・休職
関係綴

健康管理・病気休暇・休職
関係綴

庶務 庶務 健康管理・病気休暇・休職関係綴 5 － 廃棄

22 文書管理等に関する事項 文書管理等 個人情報保護 個人情報保護関係綴 庶務 庶務 個人情報保護関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 各種証明書 各種証明書関係綴 庶務 庶務 各種証明関係綴 5 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務通知 業務関係綴 業務関係綴 庶務 庶務 業務関係綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 業務命令外出簿 庶務 庶務 業務命令外出簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

庶務 庶務 業務命令外出簿兼ＩＣカード使用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体貸出
許可簿

庶務 庶務 外部電磁的記録媒体貸出許可簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 機密文書の管理を行うた
めの帳簿

機密情報利用管理簿 庶務 庶務 機密情報利用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体受理
記録簿（特定個人情報含
む）

庶務 庶務 外部電磁的記録媒体受理記録簿（特定個人情
報含む）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

債権管理補助簿 債権管理補助簿 庶務 債権管理 債権管理補助簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係 庶務 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

現金払込書・領収証書 現金払込書・領収証書 庶務 債権管理 現金払込書・領収書綴 5 15 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 庶務 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

経理関係綴 経理関係綴 庶務 経理・出納 経理関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 給与 給与等（修正）報告書綴 庶務 経理・出納 給与等修正報告書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

予算執行要求書 庶務 経理・出納 予算執行要求書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務手当関係綴 庶務 経理・出納 超過勤務手当関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

国家公務員退職手当法（失
業者の退職手当）

政府職員等失業者退職手
当

政府職員等失業者退職手
当関係

庶務 経理・出納 政府職員等失業者退職手当関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

旅費関係 庶務 経理・出納 旅費関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 物品管理 物品関係綴 物品関係綴 庶務 経理・出納 物品関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

契約・予算関係綴 契約・予算関係綴 庶務 経理・出納 契約・予算関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 庶務 経理・出納 講師謝金関係綴 庶務 経理・出納 講師謝金関係綴 5 － 廃棄

総務に関する事項 総務関係通達 通達関係 総務関係通達綴 庶務 総務 総務関係綴 5 － 廃棄

13 職員の給与に関する事項 基準給与簿等 職員の給与 基準給与簿 庶務 給与 基準給与簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 支給 通勤届・通勤手当認定簿 庶務 給与 通勤届・通勤手当認定簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

雇用保険 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 雇用保険 介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 ０キー使用簿 雇用保険 教育訓練給付金 ０キー使用簿（教育訓練給付関係） 5 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 同居の親族雇用実態証明
書綴

雇用保険 雇用被保険者関係 同居の親族雇用実態証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者転勤届 5 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員資格要件証明書 兼務役員資格要件証明書 雇用保険 雇用被保険者関係 兼務役員資格要件証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険 雇用被保険者関係 雇用保険被保険者離職証明書(被保険者期間
等証明を含む）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録届出書 個人番号登録届出書 雇用保険 雇用被保険者関係 個人番号登録届出書（連記式）個人別票 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 高年齢雇用給付 ０番キー使用簿（雇用継続給付） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 雇用保険 支給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

雇用保険 支給 残日数・前回支給期間末日等変更 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 追給入力票 追給入力 雇用保険 支給 追給入力＜10213＞ 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 ０キー使用簿 雇用保険 支給 ０キー使用簿 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 0キー使用書類 雇用保険 支給 ０番キーデータ一覧表綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

個人番号登録・変更届出
書綴

雇用保険 支給 個人番号登録・変更届出書綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 0キー使用書類 雇用保険 支給 0番キー使用サンプリング調査 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用促進関係 適用促進関係 雇用保険 適用 適用促進関係 5 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 電子申請関係 電子申請関係 雇用保険 適用 電子申請関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 継続事業一括申請に係る
通知

継続事業一括申請に係る
通知文書

雇用保険 適用 継続事業一括申請書関係綴 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係 雇用保険 適用 雇用保険業務監察関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査院関係 会計検査院関係 雇用保険 適用 会計検査院関係 5 15(2) 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険関係 労働保険関係 雇用保険 適用 労働保険関係 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書 雇用保険 適用 保険関係成立届関係文書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 適用 0番キー使用データ一覧表 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 雇用保険 適用 0番キー使用簿(適用関係) 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 金券管理簿 金券管理簿 雇用保険 適用 金券管理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録にかかる確
認記録

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録にかかる確
認記録

雇用保険 適用 特定個人情報ファイルへのアクセス記録にかか
る確認記録

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認票

育児休業給付受給資格確
認票

雇用保険 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

雇用保険 育児休業給付 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票
関係

育児休業給付追給入力票 雇用保険 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

特定求職者雇用開発助成
金支給関係文書（特定就
職困難者コース・生涯現役
コース・被災者雇用開発
コース・就職氷河期世代安

職業相談 一般職業紹介 特定求職者雇用開発助成金支給関係文書（特
定就職困難者コース・生涯現役コース・被災者
雇用開発コース・就職氷河期世代安定雇用実
現コース（安定雇用実現コース/長期不安定雇
用者雇用開発コース）））

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 職業相談 一般職業紹介 トライアル雇用助成金支給関連（一般トライアル
コース・新型コロナウイルス感染症対応トライア
ルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時
間トライアルコース）

5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 職業相談 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人関係 外国人関係 企業支援 外国人雇用対策 外国人関係5 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 事業所訪問指導文書 事業所訪問指導文書 企業支援 外国人雇用対策 事業所訪問指導文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度
関係文書

外国人雇用状況届出制度
関係文書

企業支援 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出制度関係文書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高齢者雇用通達関係 高齢者雇用通達関係 企業支援 高齢者雇用対策 高齢者雇用通達関係 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害
者通達綴

障害者雇用指導関係障害
者通達綴

企業支援 障害者雇用対策 障害者雇用指導関係障害者通達綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

職業安定法に基づく求人
不受理

職業安定法に基づく求人
不受理関係文書

企業支援 一般職業紹介 職業安定法に基づく求人不受理文書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 企業支援 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係5 学卒関係5 企業支援 若年者雇用 学卒関係5 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

出稼労働者対策 出稼労働者対策 出稼労働者対策関係文書 企業支援 季節労働者対策 出稼労働者対策関係文書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 企業支援 地域改善対策 公正採用選考等関係業務報告 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考人権啓発推
進員選任状況等報告

企業支援 地域改善対策 公正採用選考人権啓発推進員選任状況等報
告

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 企業支援 地域改善対策 公正採用選考等関係業務文書5 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 企業支援 雇用関係給付金 雇用関係助成金 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業紹介事業報告 再就職援助計画等関係 再就職援助計画等関係 企業支援 企業整備関係 再就職援助計画等関係 5 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係 庶務 監察 雇用保険業務監察関係綴 10 － 廃棄

行政監察に係る事項 職業安定監察等に関すること 職業安定監察等関係 職業安定監察関係綴 庶務 監察 職業安定業務監察関係綴 10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

庶務 監察 庶務会計経理内部監査関係綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 庶務 監察 中央監察関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

雇用保険 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金所定証明書

雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書（雇用保険
六十歳到達時賃金証明
書、雇用保険被保険者定
年時賃金証明書を含む）

雇用保険 高年齢雇用給付 雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書（雇用
保険六十歳到達時賃金証明書、雇用保険被保
険者定年時賃金証明書を含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付金受
給資格確認票（基本給付
金に係る場合）

高年齢雇用継続給付金受
給資格確認票（基本給付
金に係る場合）

雇用保険 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付金受給資格確認票（基本
給付金に係る場合）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請

職業訓練受講給付金支給
申請関係書類（求職者支
援制度業務取扱要領様
式：B-1～B-3、B-6、B-9、
B-18～B-20）

職業相談 一般職業紹介 職業訓練受講給付金支給申請関係書類(求職
者支援制度業務取扱要領様式：B-1～B-３、B-
６、B-９、B-18～B-20）

10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（開始・廃
止）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（開始・廃
止）

専門援助 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（開始・
廃止）

30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）関係

学校等の行う無料職業紹
介事業届出書（変更）

専門援助 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業届出書（変更） 30 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務組合の団体
運営状況等の報告

労働保険事務組合の団体
運営状況等の報告

雇用保険 適用 労働保険事務組合の団体運営状況等の報告 常用 － 廃棄

適用関係に係る事項 適用関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 雇用保険 適用 適用関係通達 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険番号振出関係帳
簿

労働保険番号振出関係帳
簿

雇用保険 適用 労働保険番号振出関係帳簿 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 名称・所在地等変更届関
係文書

名称・所在地等変更届関
係文書

雇用保険 適用 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用事業所台帳記録事項
変更票関係

適用事業所台帳記録事項
変更票

蒲郡出張所 雇用保険適用事業 適用事業所台帳記録事項変更票 1 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

被保険者台帳ヘッダー変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

雇用保険被保険者証再交付申請書 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更等票関係

就職年月日等変更票 蒲郡出張所 雇用保険受給 就職年月日等変更票 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変
更届

受給資格者氏名・住所変
更届

蒲郡出張所 雇用保険受給 受給資格者氏名・住所変更届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 蒲郡出張所 雇用保険受給 過誤払金回収関係 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票 回収・返還入力票 蒲郡出張所 雇用保険受給 回収・返還入力票 1 － 廃棄

豊川公共職業安定所蒲郡出張所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関（指定・
変更）届

払渡希望金融機関（指定・
変更）届

蒲郡出張所 雇用保険受給 払渡希望金融機関（指定・変更）届 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

高年齢雇用継続給付回
収・返還入力票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録入力票

蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録入力票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録変更票

育児休業事由消滅・職場
復帰・延長事由消滅等記
録変更票

蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業事由消滅・職場復帰・延長事由消滅
等記録変更票

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付回収・返還
等入力票

介護休業給付回収・返還
等入力票

蒲郡出張所 介護休業給付 介護休業給付回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件
照会票

教育訓練給付金支給要件
照会票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件照会票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返
還入力票

教育訓練給付金回収・返
還入力票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金回収・返還入力票 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業訓練受講指
示・推薦関係綴

障害者職業訓練受講指
示・推薦関係綴

蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者職業訓練受講指示・推薦関係綴 1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度求職者支
援訓練修了者名簿

求職者支援制度求職者支
援訓練修了者名簿

蒲郡出張所 求職者支援 求職者支援制度求職者支援訓練修了者名簿 1 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 蒲郡出張所 事務分掌 人事異動関係綴（事務分掌） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報 業務月報・年報 蒲郡出張所 統計調査 業務月報・年報 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 蒲郡出張所 福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

蒲郡出張所 出張・官用車 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦 職業訓練受講指示・推薦
関係書類

蒲郡出張所 一般職業紹介 職業訓練受講指示・推薦関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 蒲郡出張所 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

振込不能一覧表・振込不
能データ訂正処理簿

振込不能一覧表・振込不
能データ訂正処理簿

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

振込不能一覧表・振込不能データ訂正処理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 不正受給二重取得チェック
リスト

不正受給二重取得チェック
リスト

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

不正受給二重取得チェックリスト 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

常用就職支度金手当金等
二重取得チェックリスト

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

常用就職支度金手当金等二重取得チェックリス
ト

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当等関係要調査
一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

再就職手当等関係要調査一覧 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当等関係要調査
対象者一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

再就職手当等関係要調査対象者一覧 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当等関係
要調査一覧

就業促進定着手当等関係
要調査一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

就業促進定着手当等関係要調査一覧 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当等関係
要調査対象者一覧

就業促進定着手当等関係
要調査対象者一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

就業促進定着手当等関係要調査対象者一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付関係
要調査一覧

高年齢雇用継続給付関係
要調査一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

高年齢雇用継続給付関係要調査一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付関係
要調査対象者一覧

高年齢雇用継続給付関係
要調査対象者一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

高年齢雇用継続給付関係要調査対象者一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査一覧 育児・介護休業給付関係
要調査一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

育児・介護休業給付関係要調査一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査一覧 育児・介護休業給付関係
要調査対象者一覧

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

育児・介護休業給付関係要調査対象者一覧 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 資格取得年月日・就職年
月日要調査

資格取得年月日・就職年
月日要調査

蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

資格取得年月日・就職年月日要調査 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

要調査生年月日一覧 要調査生年月日一覧 蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

要調査生年月日一覧 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査賃金日額一覧表 要調査賃金日額一覧表 蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

要調査賃金日額一覧表 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 職業意識形成支援事業 職業意識形成支援事業関
係

蒲郡出張所 若年者雇用 職業意識形成支援事業関係 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係「起案」 学卒関係「起案」 蒲郡出張所 若年者雇用 学卒関係「起案」 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係（高校） 学卒関係（高校） 蒲郡出張所 若年者雇用 学卒関係（高校） 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

若年者雇用 学卒関係大卒・その他 学卒関係大卒・その他 蒲郡出張所 若年者雇用 学卒関係大卒・その他 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書関係

学校等の行う無料職業紹
介事業事業報告書

蒲郡出張所 若年者雇用 学校等の行う無料職業紹介事業事業報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒用職業相談票 中卒用職業相談票 蒲郡出張所 若年者雇用 中卒用職業相談票 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例報告関係（雇用保険） 定例報告関係（雇用保険） 蒲郡出張所 雇用保険報告 定例報告関係（雇用保険） 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険事業所非該当申
請書

蒲郡出張所 雇用保険適用事業 事業所非該当承認申請書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

蒲郡出張所 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

被保険者台帳トレーラー変更票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

雇用保険の被保険者となったこと(被保険者で
なくなったこと)の確認請求(聴取)書

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得・喪失届等訂正・取消願

雇用保険被保険者資格取
得・喪失届等訂正・取消願

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

雇用保険被保険者資格取得・喪失届等訂正・
取消願

3 － 廃棄

法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

蒲郡出張所 雇用保険適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 傷病手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 就業手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度金支給申請
書

常用就職支度金支給申請
書

蒲郡出張所 雇用保険受給 常用就職支度金支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当不支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 再就職手当不支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当不支給
申請書

就業促進定着手当不支給
申請書

蒲郡出張所 雇用保険受給 就業促進定着手当不支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申
請書（不支給・取り下げ）

常用就職支度手当支給申
請書（不支給・取り下げ）

蒲郡出張所 雇用保険受給 常用就職支度手当支給申請書（不支給・取り下
げ）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 移転証明書関係 移転費支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 移転費支給申請書関係 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係報告書 蒲郡出張所 雇用保険受給 不正受給関係報告書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書
（特定個人情報を含む）

未支給失業等給付請求書
（特定個人情報を含む）

蒲郡出張所 雇用保険受給 未支給失業等給付請求書（特定個人情報を含
む）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動支援費(広域求職
活動費)支給申請書

求職活動支援費(広域求職
活動費)支給申請書

蒲郡出張所 雇用保険受給 求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練受講届・通
所届等（訓練関係記録変
更票を含む）

公共職業訓練受講届・通
所届等（訓練関係記録変
更票を含む）

蒲郡出張所 雇用保険受給 公共職業訓練受講届・通所届等（訓練関係記
録変更票を含む）

3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給処分 蒲郡出張所 雇用保険受給 不正受給処分 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 蒲郡出張所 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目変更票 支給台帳基本項目変更票 蒲郡出張所 雇用保険受給 支給台帳基本項目変更票 3 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目データ
取消票

支給台帳基本項目データ
取消票

蒲郡出張所 雇用保険受給 支給台帳基本項目データ取消票 3 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 支給台帳基本項目台帳閉
鎖・閉鎖取消票

支給台帳基本項目台帳閉
鎖・閉鎖取消票

蒲郡出張所 雇用保険受給 支給台帳基本項目台帳閉鎖・閉鎖取消票 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 再就職手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

蒲郡出張所 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 蒲郡出張所 雇用保険受給 延長給付等入力票 3 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

蒲郡出張所 雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 再就職手当支給申請書処理簿 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書処理簿

就業促進定着手当支給申
請書処理簿

蒲郡出張所 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書処理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申
請書処理簿

常用就職支度手当支給申
請書処理簿

蒲郡出張所 雇用保険受給 常用就職支度手当支給申請書処理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付金各
種変更票

高年齢雇用継続給付金各
種変更票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付金各種変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用継続給付 高年齢雇用継続給付受給
資格閉鎖・閉鎖取消票

高年齢雇用継続給付受給
資格閉鎖・閉鎖取消票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格閉鎖・閉鎖取消
票

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 60歳到達時賃金日額変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付支給申請書 育児休業給付支給申請書 蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業給付支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格閉
鎖票

育児休業給付受給資格閉
鎖票

蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業給付受給資格閉鎖票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付支給申請書
（特定個人情報を含む）

介護休業給付支給申請書
（特定個人情報を含む）

蒲郡出張所 介護休業給付 介護休業給付支給申請書（特定個人情報を含
む）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の２の７第３号関係）支給
申請書

教育訓練給付金（第101条
の２の７第３号関係）支給
申請書

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の２の７第３号関係）
支給申請書

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書処理簿

教育訓練給付金支給申請
書処理簿

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書処理簿 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金各種変更
票

教育訓練給付金各種変更
票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金各種変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

教育訓練給付適用対象期
間延長記録変更票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消
票

教育訓練給付金支給取消
票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給取消票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給記録
変更票

教育訓練給付金支給記録
変更票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給記録変更票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

蒲郡出張所 高齢者雇用対策 高齢者雇用状況報告書 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録票の移管 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者登録票の移管 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者職業訓練 障害者職業訓練 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者職業訓練 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 蒲郡出張所 公正採用選考 公正採用選考業務 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 蒲郡出張所 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者等就労自立促進事業関係（個
人票Ａ）

3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 蒲郡出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書 3 － 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 各種通達 各種通達 蒲郡出張所 通達 各種通達綴 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報管理 個人情報保護管理関係綴 蒲郡出張所 総務文書 個人情報保護管理関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書 蒲郡出張所 復命書 復命書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書（紹介部門） 蒲郡出張所 復命書 復命書（紹介部門） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 蒲郡出張所 勤務時間 出勤簿（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 年休簿・病気休暇簿・特別
休暇簿（職員）

年休簿・病気休暇簿・特別
休暇簿（職員）

蒲郡出張所 勤務時間 年休簿・病気休暇簿・特別休暇簿（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 蒲郡出張所 勤務時間 出勤簿（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 蒲郡出張所 勤務時間 出勤簿（賃金職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 年休簿・病気休暇簿・特別
休暇簿（相談員・賃金職
員）

年休簿・病気休暇簿・特別
休暇簿（相談員・賃金職
員）

蒲郡出張所 勤務時間 年休簿・病気休暇簿・特別休暇簿（相談員・賃
金職員）

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間 週休日の振替等命令簿 蒲郡出張所 勤務時間 週休日の振替等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務等命令簿 蒲郡出張所 勤務時間 超過勤務等命令簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 蒲郡出張所 勤務時間 相談員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員 非常勤職員 蒲郡出張所 勤務時間 賃金職員関係綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 非常勤職員 相談員関係綴 蒲郡出張所 勤務時間 相談員勤務時間割振り兼シフト表・割振り変更
表

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務関係
関係

超過勤務予定伺・実績報
告書

蒲郡出張所 勤務時間 超過勤務予定伺・実績報告書 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 蒲郡出張所 出張・官用車 出張復命書（職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 出張復命書 出張復命書 蒲郡出張所 出張・官用車 出張復命書（相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

業務命令外出簿兼ＩＣカー
ド使用管理簿

蒲郡出張所 出張・官用車 業務命令外出簿兼ICカード使用管理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査院関係 会計検査院関係 蒲郡出張所 検査 会計検査院関係 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計関係各種報告書報告 会計関係検査書綴 蒲郡出張所 検査 会計関係検査書綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

契約関係綴 契約関係綴 蒲郡出張所 経理・出納 契約関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計事務補助者任免簿 蒲郡出張所 経理・出納 会計事務補助者任免簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 蒲郡出張所 債権管理 債権管理関係 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 蒲郡出張所 債権管理 債権管理簿（完結） 5 15(2) 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 蒲郡出張所 文書台帳 郵便物発送簿 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 取得した文書の管理を行う
ための帳簿

収受文書台帳 蒲郡出張所 文書台帳 収受文書台帳 5 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 特殊取扱郵便物等収受簿 蒲郡出張所 文書台帳 特殊取扱郵便物簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便収受処理簿兼金券管
理簿

郵便収受処理簿兼金券管
理簿

蒲郡出張所 文書台帳 郵便収受処理簿兼金券管理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録簿 郵便料金表示額記録簿 蒲郡出張所 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報等「送付簿」
「廃棄・削除記録等」

特定個人情報等「送付簿」
「廃棄・削除記録等」

蒲郡出張所 文書台帳 特定個人情報等「送付簿」「廃棄・削除記録等」 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

０番キー使用データ一覧表 ０番キー使用データ一覧表 蒲郡出張所 ハローワークシステ
ム(雇用保険）

0番キー使用データー一覧集計表 5 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 特別措置等変更票 特別措置等変更票 蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

特別措置等変更届 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員雇用実態証明書 兼務役員雇用実態証明書 蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

兼務役員雇用実態証明書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書関係

個人番号登録・変更届出
書

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

個人番号登録・変更届出書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 資格取得届（特定個人情
報を含む）

資格取得届（特定個人情
報を含む）

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

資格取得届（特定個人情報を含む） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 資格喪失届（特定個人情
報を含む）

資格喪失届（特定個人情
報を含む）

蒲郡出張所 雇用保険被保険者
資格

資格喪失届（特定個人情報を含む） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

蒲郡出張所 雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書（介護）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

蒲郡出張所 雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書（育児）

5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 残日数・前回支給期間末
日等変更票

残日数・前回支給期間末
日等変更票

蒲郡出張所 雇用保険受給 残日数・前回支給期間末日等変更票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 追給入力票関係 追給入力票 蒲郡出張所 雇用保険受給 追給入力票 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請書 受給期間延長申請書 蒲郡出張所 雇用保険受給 受給期間延長申請書 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追及入力票 育児休業給付追及入力票 蒲郡出張所 育児休業給付 育児休業給付追及入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付追給入力票 介護休業給付追給入力票 蒲郡出張所 介護休業給付 介護休業給付追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力
票

教育訓練給付金追給入力
票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金追給入力票 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高齢者雇用対策 高齢者雇用対策 蒲郡出張所 高齢者雇用対策 高齢者雇用対策 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者雇用対策 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者雇用対策 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用関係 障害者関係綴 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者特開金関係綴 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者特開金関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者トライアル関係綴 蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者トライアル関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出 外国人雇用状況届出 蒲郡出張所 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用対策 外国人雇用対策 蒲郡出張所 外国人雇用対策 外国人雇用対策 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 蒲郡出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用関係 5 － 廃棄

各種例規通達に関する事
項

庶務業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達 蒲郡出張所 通達 各種例規関連通達綴 10 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 蒲郡出張所 監察 監察関係綴 10 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書

雇用保険被保険者六十歳
到達時等賃金証明書（特
定個人情報を含む）

蒲郡出張所 雇用保険証明 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明
書（特定個人情報を含む）

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付資格
確認票・（初回）支給申請
書

高年齢雇用継続給付資格
確認票・（初回）支給申請
書

蒲郡出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付資格確認票・（初回）支給
申請書

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

教育訓練給付金及び教育
訓練支援給付金受給資格
確認票

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受
給資格確認票

10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の２の７第２号関係）
支給申請書

10 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録台帳・登録状
況変更一覧

蒲郡出張所 障害者雇用対策 障害者登録台帳・登録状況変更一覧 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練関係文書 求職者支援訓練関係文書 蒲郡出張所 求職者支援 求職者支援訓練関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

教育訓練給付適用対象期
間延長申請書

蒲郡出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付適用対象期間延長申請書 20 － 廃棄

刈谷公共職業安定所碧南出張所



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

碧南出張所 一般職業紹介 求職申込書及び求職申込書に類する書類（付
属施設等の類似の書類を含む）

1 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中卒求人票等 中卒求人票等 碧南出張所 若年者雇用 中卒求人票等 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

碧南出張所 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー住所変更届 1 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等募集案内 公共職業訓練等募集案内 碧南出張所 一般職業紹介 公共職業訓練等募集案内 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 就職者名簿関係 就職者名簿 碧南出張所 若年者雇用 就職者名簿（中学・高校） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

新規学校卒業者の求人・
求職・就職の状況報告（学
報第４号）

碧南出張所 若年者雇用 新規学校卒業者の求人・求職・就職の状況報
告（学報第４号）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中学校 中学校関係 碧南出張所 若年者雇用 中学校職業相談票 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 障害者雇用状況報告書 碧南出張所 障害者雇用対策 障害者雇用状況報告書 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステムに関す
ること

ハローワークシステム関係 障害者登録移管綴 碧南出張所 障害者雇用対策 障害者登録移管綴 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 西三河地域障害者雇用業
務関係綴

西三河地域障害者雇用業
務関係綴

碧南出張所 障害者雇用対策 西三河地域障害者雇用業務関係綴 3 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 碧南出張所 高年齢者雇用対策 高年齢者関係綴（高年齢者雇用安定法関連、
確保措置関連）

3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高齢者雇用対策 高年齢者雇用状況報告書 高年齢者雇用状況等報告
書

碧南出張所 高年齢者雇用対策 高年齢者雇用状況等報告書 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務報告綴 定例業務報告綴 碧南出張所 統計調査（職業安
定）

定例業務報告綴 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報・年報 業務月報・年報 碧南出張所 統計調査（職業安
定）

業務月報・年報（安定所分） 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 生活保護受給者関係 生活保護受給者関係 碧南出張所 特定離職者等雇用
対策

生活保護受給者関係 3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 中学校 中学校関係 碧南出張所 業務会議（所長会
議・研修等）

中学校職業指導連絡会議 3 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 幹部会議 幹部会議綴 碧南出張所 業務会議（所長会
議・研修等）

幹部会議 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険事業所 事業主支援申請アドバイ
ザー実績報告関係綴

碧南出張所 雇用関係給付金 事業主支援申請アドバイザー実績報告関係綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 碧南出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 碧南出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用実施計画書（他所紹介分） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務報告（四半期・半
期・年度）

定例業務報告（四半期・半
期・年度）

碧南出張所 業務報告(労働局
への定例報告）

定例業務報告（四半期・半期・年度） 3 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務報告（毎月） 定例業務報告（毎月） 碧南出張所 業務報告(労働局
への定例報告）

定例業務報告（毎月） 3 － 廃棄

事務分掌に関する事項 事務分掌等 事務分掌 事務分掌 碧南出張所 事務分掌 事務分掌綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 碧南出張所 職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 官用車使用要求書及び事
後報告

官用車使用要求書及び事
後報告書

碧南出張所 庶務 官用車使用要求書及び事後報告書 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 共済関係 共済 共済関係 碧南出張所 庶務 共済組合関係綴 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

ハローワークシステム関係 ハローワークシステムファ
イル転送機能利用管理簿
関係

ハローワークシステムファ
イル転送機能利用管理簿

碧南出張所 庶務 ハローワークシステムファイル転送機能利用管
理簿

3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間福利厚生 健康診断 健康診断関係綴 碧南出張所 庶務 健康管理関係綴 3 － 廃棄

庶務関係業務に係る事項 庶務関係業務 ハローワークサービス ハローワークサービス関係 碧南出張所 庶務 ハローワークサービス関係（国民の皆様の声） 3 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
に関する事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

一般職業紹介 一般職業紹介関係文書 碧南出張所 一般職業紹介 就職氷河期関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 紹介関係 紹介関係 碧南出張所 一般職業紹介 紹介関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用事業所訪問
チェックリスト綴

外国人雇用事業所訪問
チェックリスト綴

碧南出張所 外国人雇用対策 外国人雇用事業所訪問チェックリスト綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人就労・定着支援関
係

外国人就労・定着支援研
修関係文書

碧南出張所 外国人雇用対策 外国人就労・定着支援研修事業関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人労働者関係 外国人労働者関係 碧南出張所 外国人雇用対策 外国人労働者関係綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係
綴

碧南出張所 監察 庶務・経理内部監査関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 重度判定関係 重度判定関係 碧南出張所 障害者雇用対策 重度判定関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用関係 障害者関係綴 碧南出張所 障害者雇用対策 障害者関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者現況調査関係綴 障害者現況調査関係綴 碧南出張所 障害者雇用対策 障害者現況調査関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

障害者雇用対策 障害者雇用対策 障害者トライアル関係綴 碧南出張所 障害者雇用対策 障害者トライアル雇用事業関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢者雇用対策 高年齢者雇用関係 高年齢者関係綴 碧南出張所 高年齢者雇用対策 高年齢者・障害者雇用状況報告書関係綴 5 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務統計（紹介・求
人）

定例業務統計（紹介・求
人）

碧南出張所 統計調査（職業安
定）

定例業務統計（紹介・求人） 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援制度関係綴 求職者支援制度関係綴 碧南出張所 求職者支援 求職者支援制度関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

特定離職者等雇用対策 刑務所出所者等就労支援
事業関係業務

刑務所出所者等就労支援
事業関係文書

碧南出張所 特定離職者等雇用
対策

刑務所出所者等就労支援事業関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書（紹介・給付） 碧南出張所 業務復命書（会議・
研修等）

復命書（紹介・給付） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書（庶務） 碧南出張所 業務復命書（会議・
研修等）

復命書（庶務） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書（適用） 碧南出張所 業務復命書（会議・
研修等）

復命書（適用） 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

各種復命書関係 各種復命書綴 復命書綴 碧南出張所 業務復命書（会議・
研修等）

復命書綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

公正採用選考 公正採用選考関係 公正採用選考関係 碧南出張所 公正採用選考 公正採用選考関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

助成金 雇用安定事業関係 碧南出張所 雇用関係給付金 雇用安定等事業関係綴（奨励金・助成金に関
わるもの）

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 碧南出張所 雇用関係給付金 雇用関係助成金支給要件照会申請書兼回答
書

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 碧南出張所 雇用関係給付金 雇用調整助成金関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金に係る実地調査関係綴

特定求職者雇用開発助成
金に係る実地調査関係綴

碧南出張所 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金に係る実地調査関
係綴

5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係局宛送付
書類

特定求職者雇用開発助成
金雇入登録関係局宛送付
書類

碧南出張所 雇用関係給付金 特定求職者雇用開発助成金雇入登録関係局
宛送付書類

5 － 廃棄

補助金等の交付に関する
重要な経緯

トライアル雇用助成金支給関
連関係

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 碧南出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用事業関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 碧南出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用調整助成金関係綴 5 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

トライアル雇用関係 トライアル雇用関係 碧南出張所 雇用関係給付金 トライアル雇用結果報告書 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用指導関係綴 雇用指導関係綴 雇用指導関係綴 碧南出張所 指導監督（労働者
募集）

雇用指導関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 事業所訪問指導文書 事業所訪問指導文書 碧南出張所 指導監督（労働者
募集）

事業所訪問関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 碧南出張所 文書台帳 郵便物発送簿（給付・紹介関係） 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書の管理等 郵便物関係 特殊取扱郵便物等収受簿 碧南出張所 文書台帳 特殊取扱郵便物等収受簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報管理簿 特定個人情報管理簿 碧南出張所 文書台帳 特定個人情報管理簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便料金表示額記録簿 郵便料金表示額記録簿 碧南出張所 文書台帳 郵便料金表示額記録簿 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 碧南出張所 文書台帳 郵便物発送簿（適用） 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 碧南出張所 文書台帳 郵便物発送簿（喪失未処理） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 出張・官用車 業務命令外出簿 碧南出張所 職員の出張及び官
用車使用

業務命令外出簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張及び官用車使用 旅行伺・復命書綴 旅行伺・復命書綴 碧南出張所 職員の出張及び官
用車使用

旅行伺・復命書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿 碧南出張所 職員の勤務時間 休暇承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 庶務 勤務時間 休暇承認簿（非常勤職員） 碧南出張所 職員の勤務時間 休暇承認簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務日・勤務時間変更届/
欠勤事由確認書綴

勤務日・勤務時間変更届/
欠勤事由確認書綴

碧南出張所 職員の勤務時間 勤務日・勤務時間変更届/欠勤事由確認書綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 碧南出張所 職員の勤務時間 出勤簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 碧南出張所 職員の勤務時間 出勤簿（国費相談員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 勤務時間関係 出勤簿 碧南出張所 職員の勤務時間 出勤簿（非常勤職員） 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 休暇簿 職専免承認簿 碧南出張所 職員の勤務時間 職専免承認簿 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の給与 給与 給与関係 碧南出張所 職員の給与 給与関係綴 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

碧南出張所 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー資格取得届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

碧南出張所 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー資格喪失届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

碧南出張所 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー転勤届 5 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

高年齢被保険者の特例 高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

高年齢被保険者の特例に
係る被保険者資格取得届

碧南出張所 高年齢被保険者の
特例

雇用保険マルチジョブホルダー離職証明書（被
保険者期間等証明書を含む）

5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

会計事務補助者任免簿 碧南出張所 経理・出納 会計事務補助者任免簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 金券等受理簿 金券等受理簿 碧南出張所 経理・出納 金券等受理簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金出納簿 碧南出張所 経理・出納 現金出納簿 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金払込・領収証綴 碧南出張所 経理・出納 現金払込・領収証綴 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

現金領収証書原符 碧南出張所 経理・出納 現金領収証書原符 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係綴 碧南出張所 債権管理 債権管理一覧表 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理関係 碧南出張所 債権管理 債権管理関係綴 5 15(2) 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

歳入及び歳出の決算報告
書並びにその作成の基礎
となった意思決定及び当
該意思決定に至る過程が
記録された文書

債権管理簿 碧南出張所 債権管理 債権管理簿 5 15(2) 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体庁内
使用管理簿

碧南出張所 庶務 外部電磁的記録媒体庁内使用管理簿 5 － 廃棄

情報セキュリティ等に関す
る事項

情報セキュリティ関係等 情報セキュリティ関係等 外部電磁的記録媒体登録
簿

碧南出張所 庶務 外部電磁的記録媒体登録簿 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 機密文書の管理を行うた
めの帳簿

機密情報利用管理簿 碧南出張所 庶務 機密情報利用管理簿 5 － 廃棄

庶務に係る事項 庶務関係業務通達 各種通達 庶務関係通達 碧南出張所 庶務 庶務関係通達綴 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 碧南出張所 庶務 人事異動関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 文書管理関係綴 文書管理関係綴 碧南出張所 庶務 文書管理関係綴 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 個人情報管理 個人情報関係 碧南出張所 庶務 個人情報関係 5 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事関係綴 碧南出張所 庶務 人事関係 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の人事 人事 人事評価 碧南出張所 庶務 人事評価 5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 非常勤職員関係 非常勤職員関係 碧南出張所 庶務 非常勤職員関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

一般職業紹介 一般職業紹介 アクセス記録確認実施記
録綴

碧南出張所 庶務 アクセス記録確認実施記録 5 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

特定個人情報ファイルへ
のアクセス記録に係る確認
記録

碧南出張所 庶務 特定個人情報ファイルへのアクセス記録に係る
確認記録

5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の勤務時間 超過勤務・深夜勤務 超過勤務等関係綴 碧南出張所 職員の勤務時間 超過勤務等関係綴 6 － 廃棄

行政監察に係る事項 職業安定監察等に関すること 職業安定監察等関係 職業安定監察関係綴 碧南出張所 監察 職業安定業務監察関係綴 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 求職者支援訓練申込書 求職者支援訓練申込書 碧南出張所 求職者支援 求職者支援訓練申込書 10 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

求職者支援 職業訓練受講給付金支給
申請書関係

職業訓練受講給付金支給
申請書関係書類

碧南出張所 求職者支援 職業訓練受講給付金支給申請書 10 － 廃棄

防災に関する事項 防災 防災 防犯・防災関係綴 碧南出張所 防災 防犯・防災対策関係綴 10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 決裁文書の管理を行うた
めの帳簿

発議文書台帳 碧南出張所 文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 行政文書ファイル廃棄リス
ト関係

行政文書ファイル廃棄リス
ト関係

碧南出張所 庶務 行政文書ファイル廃棄リスト関係 30 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練関係綴 公共職業訓練関係綴 碧南出張所 一般職業紹介 公共職業訓練関係綴 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等願書(応募
状況関係含む）

公共職業訓練等願書(応募
状況関係含む）

碧南出張所 一般職業紹介 公共職業訓練等願書(応募状況関係含む） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況届出書 外国人雇用状況届出書 碧南出張所 外国人雇用対策 外国人雇用状況届出書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

外国人雇用対策 外国人雇用状況の届出関
係

外国人雇用状況の届出関
係

碧南出張所 外国人雇用対策 外国人雇用状況の届出関係 常用 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察関係 雇用保険監察関係文書 碧南出張所 監察 監察関係綴 常用 － 廃棄

行政監察に関する事項 雇用保険監察に関すること 雇用保険監察 雇用保険監察関係 碧南出張所 監察 雇用保険業務監察関係綴 常用 － 廃棄

行政監察に関する事項 行政監察 行政監察関係 行政監察綴 碧南出張所 監察 中央監察関係綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付 教育訓練給付 碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付（一般職業訓練給付・特定一般
教育訓練給付・専門実践教育訓練給付）に係る
サンプリング調査関係綴

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付 教育訓練給付関係綴 碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第2号関係）支給申
請書

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第2号関係）
支給申請書

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

教育訓練給付金（第101条
の2の7第3号関係）支給申
請書

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金（第101条の2の7第3号関係）
支給申請書

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書

教育訓練給付金支給申請
書

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請
書処理簿

教育訓練給付金支給申請
書処理簿

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給申請書処理簿 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件
照会票

教育訓練給付金支給要件
照会票

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練給付金支給要件照会票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講
証明書

教育訓練支援給付金受講
証明書

碧南出張所 教育訓練給付金 教育訓練支援給付金受講証明書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 専門実践教育訓練関係綴 専門実践教育訓練関係綴 碧南出張所 教育訓練給付金 専門実践教育訓練関係綴 常用 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
－１・2

雇用保険被保険者離職票
－１・2

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票１・２ 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

雇用保険の被保険者と
なったこと（被保険者でなく
なったこと）の確認請求（聴
取）書

碧南出張所 雇用被保険者資格 確認請求書 常用 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

兼務役員にかかる雇用保
険被保険者資格要件証明
書

碧南出張所 雇用被保険者資格 兼務役員にかかる雇用保険被保険者資格要件
証明書

常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書関係

個人番号登録・変更届出
書

碧南出張所 雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取
得届

雇用保険被保険者資格取
得届

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得届 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪
失届

雇用保険被保険者資格喪
失届

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格喪失届 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変
更届関係

雇用保険被保険者氏名変
更届

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者氏名変更届 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交
付申請書関係

雇用保険被保険者証再交
付申請書

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者証再交付申請書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 雇用保険被保険者転勤届 碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者転勤届 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証
明書

雇用保険被保険者離職証
明書

碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職証明書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳提
供依頼書

事業所別被保険者台帳提
供依頼書

碧南出張所 雇用被保険者資格 事業所別被保険者台帳提供依頼書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 同居の親族雇用実態証明
書綴

碧南出張所 雇用被保険者資格 同居の親族の雇用実態証明書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者期間等証明書 被保険者期間等証明書 碧南出張所 雇用被保険者資格 被保険者期間等証明書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変
更票

被保険者台帳トレーラー変
更票

碧南出張所 雇用被保険者資格 被保険者台帳トレーラー変更票 常用 － 廃棄

11.12 個人の権利義務の得喪及
び経緯、法人の権利義務の
得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変
更票

被保険者台帳ヘッダー変
更票

碧南出張所 雇用被保険者資格 被保険者台帳ヘッダー変更票 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利
義務の得喪及びその経緯

雇用保険被保険者資格 碧南出張所 雇用被保険者資格 雇用保険被保険者資格取得遡及確認報告書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

高年齢雇用継続給付基本
項目変更票

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付基本項目変更票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

高年齢雇用継続給付支給
記録変更票

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給記録変更票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

高年齢雇用継続給付支給
再開入力票

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給再開入力票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給
申請書

高年齢雇用継続給付支給
申請書

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付支給申請書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）

高年齢雇用継続給付受給
資格確認票（再就職給付
金に係る場合）

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付受給資格確認票（再就職
給付金に係る場合）

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給
入力票

高年齢雇用継続給付追給
入力票

碧南出張所 高年齢雇用給付 高年齢雇用継続給付追給入力票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

高年齢雇用給付 ６０歳到達時賃金日額変
更票

６０歳到達時賃金日額変
更票

碧南出張所 高年齢雇用給付 六十歳到達時賃金日額変更票 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 碧南出張所 適用 過誤払関係（適用） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当・喪失未処理
関係

再就職手当・喪失未処理
関係

碧南出張所 適用 再就職手当・喪失未処理関係 常用 － 廃棄

適用関係に係る事項 適用関係業務通達 各種通達関係 各種通達関係 碧南出張所 適用 適用関係通達綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 適用促進関係 適用促進関係 碧南出張所 適用 適用促進関係 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 光熱費使用実績報告 電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

電気・水道・ガス使用実績
報告書綴

碧南出張所 適用 電子申請サンプリング調査 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 不正受給の防止・摘発活
動に係るサンプリング調査

不正受給の防止・摘発活
動に係るサンプリング調査

碧南出張所 適用 不正受給の防止・摘発活動に係るサンプリング
調査

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務組合団体運
営状況等の報告

労働保険事務組合団体運
営状況等の報告

碧南出張所 適用 労働保険事務組合団体運営状況等の報告 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険事務組合関係 労働保険事務組合関係 碧南出張所 適用 労働保険事務組合関係 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係 碧南出張所 適用 労働保険適用徴収関係 常用 － 廃棄

法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 労働保険適用徴収送付書 労働保険適用徴収関係書
類送付書綴

碧南出張所 適用 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業基本給付金支給
申請書

育児休業基本給付金支給
申請書

碧南出張所 育児休業給付 育児休業基本給付金支給申請書 常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付金支給記録
変更票

育児休業給付金支給記録
変更票

碧南出張所 育児休業給付 育児休業給付金支給記録変更票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付受給資格確
認歴変更票

育児休業給付受給資格確
認歴変更票

碧南出張所 育児休業給付 育児休業給付受給資格確認歴変更票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

育児休業給付 育児休業給付追給入力票
関係

育児休業給付追給入力票 碧南出張所 育児休業給付 育児休業給付追給入力票 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

介護休業給付 介護休業給付金支給申請
書

介護休業給付金支給申請
書

碧南出張所 介護休業給付 介護休業給付金支給申請書 常用 － 廃棄

職業安定行政施策の実施
にかんする事項

職業紹介業務の実施に関す
ること

求職申込書及び求職申込
書に類する書類

求職番号未記入等受給者
一覧表

碧南出張所 ハローワークシステ
ム

求職番号未記入等受給者一覧表 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

0番キー使用申請承認一覧（給付） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

0番キー使用データ一覧表（給付） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 教育訓練給付日報 教育訓練給付日報 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

教育訓練給付日報 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 個人番号登録・変更届出
書

個人番号登録エラー通知 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

個人番号登録エラー通知 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

0番キー使用申請承認一覧（適用） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム（雇用
保険）

0番キー使用データ一覧表 0番キー使用データ一覧表 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

0番キー使用データ一覧表（適用） 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム(雇用
保険)

0キー使用書類 0キー使用書類 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

0番キーサンプリング調査(給付・適用) 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査等一覧 要調査等一覧 碧南出張所 ハローワークシステ
ム

要調査等一覧 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 移転証明書関係 移転費支給申請書 碧南出張所 雇用保険受給 移転費申請書綴及び受理処理簿 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 延長給付等入力票 延長給付等入力票 碧南出張所 雇用保険受給 延長給付等入力票 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 回収・返還入力票関係 回収・返還入力票 碧南出張所 雇用保険受給 過誤払関係（給付） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動関係役務利用費
申請書綴

求職活動関係役務利用費
申請書綴

碧南出張所 雇用保険受給 求職活動関係役務利用費申請書綴 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

求職活動費（広域求職活
動費）支給申請書

碧南出張所 雇用保険受給 広域求職活動費申請書綴及び受理処理簿 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通
所届

公共職業訓練等受講・通
所届

碧南出張所 雇用保険受給 公共職業訓練等受講・通所届 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明
書

公共職業訓練等受講証明
書

碧南出張所 雇用保険受給 公共職業訓練等受講証明書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

碧南出張所 雇用保険受給 雇用保険追加給付毎月勤労統計調査に係る追
加給付

常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 雇用保険追加給付 雇用保険追加給付関係書
類

碧南出張所 雇用保険受給 雇用保険追加給付関係通達綴 常用 － 廃棄

個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用被保険者資格 雇用保険被保険者離職票
（写し）交付申請書

雇用保険被保険者離職票
（写し）交付申請書

碧南出張所 雇用保険受給 雇用保険被保険者離職票（写し）交付申請書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当支給申請書 碧南出張所 雇用保険受給 再就職手当支給申請書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 再就職手当支給申請書 再就職手当申請書処理簿 碧南出張所 雇用保険受給 再就職手当申請書処理簿 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 失業認定申告書一般・高
年齢・特例

失業認定申告書一般・高
年齢・特例

碧南出張所 雇用保険受給 失業認定申告書一般・高年齢・特例 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当支給申
請書

就業促進定着手当支給申
請書

碧南出張所 雇用保険受給 就業促進定着手当支給申請書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業促進定着手当申請書
処理簿

就業促進定着手当申請書
処理簿

碧南出張所 雇用保険受給 就業促進定着手当申請書処理簿 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 就業手当支給申請書 就業手当支給申請書 碧南出張所 雇用保険受給 就業手当支給申請書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 受給期間延長申請 受給期間延長申請書 碧南出張所 雇用保険受給 受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長通
知書

常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

教育訓練給付金 受給期間・教育訓練給付
適用対象期間　延長申請
書関係

受給期間・教育訓練給付
適用対象期間　延長申請
書

碧南出張所 雇用保険受給 受給期間・教育訓練給付適用対象期間延長申
請書

常用 － 廃棄



事項 業務の区分 当該業務に係る行政文書
の類型

具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理
規則の別

表第２の該
当事項・業
務の区分

保存期間
終了時の

措置

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯,法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 傷病手当支給申請書 傷病手当支給申請書 碧南出張所 雇用保険受給 傷病手当支給申請書 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険受給 常用就職支度手当支給申
請書・処理簿

常用就職支度手当支給申
請書・処理簿

碧南出張所 雇用保険受給 常用就職支度手当支給申請書・処理簿 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届(給付）

払渡希望金融機関指定・
変更届(給付）

碧南出張所 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届(給付） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 未支給失業等給付請求書 碧南出張所 雇用保険受給 未支給失業等給付請求書 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・
変更届(適用）

払渡希望金融機関指定・
変更届(適用）

碧南出張所 雇用保険受給 払渡希望金融機関指定・変更届(適用） 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係業務年間計
画

不正受給関係業務年間計
画

碧南出張所 雇用保険受給 不正受給関係業務年間計画 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給 不正受給関係綴 碧南出張所 雇用保険受給 不正受給関係綴 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯、法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険受給 不正受給関係 不正受給処分報告書綴 碧南出張所 雇用保険受給 不正受給処分報告書綴 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査対象者整理簿 要調査対象者整理簿 碧南出張所 雇用保険受給 要調査対象者整理簿 常用 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及
びその経緯

ハローワークシステム 要調査対象者等に係る処
理状況報告

要調査対象者等に係る処
理状況報告

碧南出張所 雇用保険受給 要調査対象者等に係る処理状況報告 常用 － 廃棄

統計調査に関する事項 統計調査（職業安定） 定例業務統計（雇用保険
月報・年報・半年報）

定例業務統計（雇用保険
月報・年報・半年報）

碧南出張所 統計調査（職業安
定）

定例業務統計（雇用保険） 常用 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書
並びに国の債務に関する計
算書の作成その他の決算に
関する重要な経緯

会計検査院実地検査関係 会計検査院実地検査関係 碧南出張所 会計検査（安定所） 会計検査院実地検査関係 常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

雇用保険被保険者休業開
始時賃金月額証明票

碧南出張所 雇用保険証明 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明
書（育児休業給付受給資格確認票含む）

常用 － 廃棄

11,12 個人の権利義務の得喪及
びその経緯，法人の権利義
務の得喪及びその経緯

雇用保険証明 雇用保険六十歳到達時賃
金月額証明書

雇用保険被保険者六十歳
到達時賃金証明書（高年
齢雇用継続給付受給資格
確認票含む）

碧南出張所 雇用保険証明 雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書
（高年齢雇用継続給付受給資格確認票含む）

常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金関係取次
送付書類

碧南出張所 雇用関係給付金 雇用調整助成金関係取次送付書類 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金に係る実
地調査関係綴

碧南出張所 雇用関係給付金 雇用調整助成金に係る実地調査関係綴 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

補助金等の交付に関する重
要な経緯

雇用調整助成金 雇用調整助成金関係文書 碧南出張所 雇用関係給付金 助成金・奨励金取次送付書類 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申
請書関係

雇用保険事業所非該当申
請書

碧南出張所 雇用保険適用事業 雇用保険事業所非該当申請書 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所設置
届

碧南出張所 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所設置届 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用事業所 雇用保険適用事業所廃止
届

碧南出張所 雇用保険適用事業 雇用保険適用事業所廃止届 常用 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用保険適用 雇用保険適用 雇用保険未手続事業所台
帳

碧南出張所 雇用保険適用事業 雇用保険未手続事業所台帳（設置済・廃止済） 常用 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事
項

文書管理等 郵便物発送関係 郵便物発送簿 碧南出張所 文書台帳 郵便物発送簿（再就職・常用就職・就業促進定
着手当）

常用 － 廃棄


