
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
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

○○に係る事項 ○○業務例規通達 例規通達関係 例規通達綴 総務・会計 業務例規通達
10 － 廃棄

○○に係る事項 ○○業務通達 通達関係 通達綴 総務・会計 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

○○業務報告 報告関係 報告関係 総務・会計 業務報告
3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 総務・会計 事務分掌
3 － 廃棄

11
，
12

個人の権利義務の得喪及び
その経緯，法人の権利義務
の得喪及びその経緯

○○業務会議 会議関係 会議綴 総務・会計 業務会議
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

○○業務復命書 復命書関係 復命書綴 総務・会計 業務復命書

5又は3 11,12 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 文書関係諸規定 総務 文書台帳（総務）
30 22 廃棄

公示訓令関係 公示訓令原簿
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳
簿

局収受文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 局発議文書台帳
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳
簿

部収受文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳
30 22 廃棄

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
5 22 廃棄

郵便物発送関係 郵便物発送簿
5 22 廃棄

郵便料金表示額記録関係 郵便料金表示額記録簿
5 22 廃棄

公印印刷文書関係 公印印刷文書関係綴
3 22 廃棄

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

常用 22 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（採用） 総務 職員の人事
10 13 廃棄

人事異動発令内申関係 人事異動発令内申（退職）
10 13 廃棄

人事異動発令内申関係 人事異動発令内申（昇任､配置換
等） 10 13 廃棄

人事異動発令内申関係 人事異動発令内申（事務代理、休職
等） 　

　併任（解除） 　併任（解除）
5 13 廃棄

　事務代理（解除） 　事務代理（解除）
5 13 廃棄

　休職（復職） 　休職（復職）
5 13 廃棄

人事関係各種報告関係 人事関係各種報告
 　

公印印刷文書関係綴

行政文書ファイル管理簿

人事異動発令内申（採用）

人事異動発令内申（退職）

人事異動発令内申（昇任､配置換
等）

人事異動発令内申（事務代理、休
職等）

人事関係各種報告

令和2年度沖縄労働局総務部総務課　標準文書保存期間基準（保存期間表)

小分類
（行政文書ファイル等の名

称）

例規通達綴

通達綴

報告関係

事務分掌綴

会議綴

復命書綴

文書関係諸規定

公示訓令原簿

局収受文書台帳

局発議文書台帳

部収受文書台帳

部発議文書台帳

特殊取扱郵便物等受付送付簿

郵便物発送簿

郵便料金表示額記録簿
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

　１ヶ月以上にわたる長期病欠者報
告書

　１ヶ月以上にわたる長期病
欠者報告書 3 13 廃棄

　職員等死亡報告書 　職員等死亡報告書
3 13 廃棄

　死亡届及び死亡診断書の写し 　死亡届及び死亡診断書の写
し 3 13 廃棄

人事統計報告関係 人事統計報告
3 13 廃棄

人事記録関係 人事記録
常用 13 未定

人事関係各種資料 人事関係各種資料
 

　人事評価記録書 　人事評価記録書
5 13 廃棄

　身上調査票 　身上調査票
5 13 廃棄

　人事記録移管者名簿 　人事記録移管者名簿
3 13 廃棄

　本省希望調書 　本省希望調書
5 13 廃棄

　他局転出希望者名簿 　他局転出希望者名簿
5 13 廃棄

　アスベスト関連事業場訪問歴個人
票

　アスベスト関連事業場訪問
歴個人票 常用 13 未定

　旧姓使用申出書 　旧姓使用申出書
5 13 廃棄

　旧姓使用通知書の写し 　旧姓使用通知書の写し
5 13 廃棄

　旧姓使用中止届 　旧姓使用中止届
5 13 廃棄

　旧姓使用(中止)連絡書の写し 　旧姓使用(中止)連絡書の写
し 5 13 廃棄

　献花報告書 　献花報告書
5 13 廃棄

管理職員の範囲関係 管理職員の範囲

　管理職員になったことの通知書の
写し

　管理職員になったことの通
知書の写し 1 13 廃棄

任期付職員関係 任期付職員

　任期付職員からの契約承諾書 　任期付職員からの契約承諾
書 3 13 廃棄

　任期付職員からの契約更新同意書 　任期付職員からの契約更新
同意書 3 13 廃棄

　育児休業法第７条第１項の規定に
基づく任期付職員の採用選考実施状
況報告書

　育児休業法第７条第１項の
規定に基づく任期付職員の採
用選考実施状況報告書

3 13 廃棄

介護休暇又は産前産後休暇中の職員
の業務を処理するための臨時的任用
関係

介護休暇又は産前産後休暇中の職員
の業務を処理するための臨時的任用

　介護休業又は産前産後休暇に伴う
臨時的任用者の職務の級及び俸給月
額の報告書及び関係書類の写し

　介護休業又は産前産後休暇
に伴う臨時的任用者の職務の
級及び俸給月額の報告書及び
関係書類の写し

3 13 廃棄

　臨時的任用状況報告書 　臨時的任用状況報告書
3 13 廃棄

都道府県との人事交流関係 都道府県との人事交流

　都道府県との人事交流の実施につ
いての本省への報告書の写し

　都道府県との人事交流の実
施についての本省への報告書 3 13 廃棄

　選考採用承認申請書の写し 　選考採用承認申請書の写し
3 13 廃棄

人事統計報告

人事記録

人事関係各種資料

管理職員の範囲

任期付職員

介護休暇又は産前産後休暇中の職
員の業務を処理するための臨時的
任用

都道府県との人事交流
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

　初任給決定内申（協議）書及び添
付書類

　初任給決定内申（協議）書
及び添付書類 10 13 廃棄

　職員の推薦、割愛書及び回答書 　職員の推薦、割愛書及び回
答書 3 13 廃棄

国と民間企業との間の人事交流関係 国と民間企業との間の人事交流
　

　人事交流に関する条件を記載した
応募書類

　人事交流に関する条件を記
載した応募書類 3 13 廃棄

　交流派遣に実施に関する計画書 　交流派遣に実施に関する計
画書 3 13 廃棄

　交流派遣の実施に関する計画の変
更申請書及び認定書

　交流派遣の実施に関する計
画の変更申請書及び認定書 3 13 廃棄

　交流派遣予定職員の同意書 　交流派遣予定職員の同意書
3 13 廃棄

　交流採用の実施に関する計画書及
び認定書

　交流採用の実施に関する計
画書及び認定書 3 13 廃棄

　任期更新承認及び計画変更認定申
請書

　任期更新承認及び計画変更
認定申請書 3 13 廃棄

　交流採用に係る職員の同意書 　交流採用に係る職員の同意
書 3 13 廃棄

　交流派遣職員が復帰した場合の俸
給月額の調整等に係る協議書及び回
答書

　交流派遣職員が復帰した場
合の俸給月額の調整等に係る
協議書及び回答書

5 13 廃棄

　交流採用職員の任用及び職務の遂
行の状況に関する報告書

　交流採用職員の任用及び職
務の遂行の状況に関する報告 5 13 廃棄

職員証交付関係 職員証交付簿
5 13 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の服務 国家公務員倫理法関係 国家公務員倫理法 総務 職員の服務
　

　贈与等報告書の写し 　贈与等報告書の写し
5 13 廃棄

処分関係 処分
3 13 廃棄

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
  

職員の兼業の許可に関する重要な
経緯

職員の兼業の許可の申請書及び当該
申請に対する許可に関する文書

　自営兼業承認申請書 　自営兼業承認申請書
3 13（3） 廃棄

　自営兼業承認書 　自営兼業承認書
3 13（3） 廃棄

職員の兼業の許可に関する重要な
経緯

職員の兼業の許可の申請書及び当該
申請に対する許可に関する文書

専従許可申請
 

　専従許可申請書 　専従許可申請書
5 13（3） 廃棄

　専従許可書の写し 　専従許可書の写し
5 13（3） 廃棄

　専従許可有効期間更新申請書 　専従許可有効期間更新申請
書 5 13（3） 廃棄

　専従許可有効期間更新許可書の写
し

　専従許可有効期間更新許可
書の写し 5 13（3） 廃棄

　短期従事許可申請書 　短期従事許可申請書
5 13（3） 廃棄

　短期従事許可書の写し 　短期従事許可書の写し
5 13（3） 廃棄

　専従許可取消事由届書 　専従許可取消事由届書
5 13（3） 廃棄

　専従許可取消・満了通知書の写し 　専従許可取消・満了通知書
の写し 5 13（3） 廃棄

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
3 13 廃棄

公用外出関係 公用外出簿
3 13 廃棄

国と民間企業との間の人事交流

職員証交付簿

国家公務員倫理法

処分

兼業・営利企業就職承認申請

専従許可申請

海外渡航承認、海外出張

公用外出簿
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

暴力行為等発生報告関係 暴力行為等発生報告書
3 13 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、昇給内申 総務 職員の給与
　 　

　内申、協議書（写）等 　内申、協議書（写）等
10 13 廃棄

　昇給欠格事項該当者調書 　昇給欠格事項該当者調書
10 13 廃棄

　復職時調整協議 　復職時調整協議
10 13 廃棄

支給関係 支給

　基準給与簿 　基準給与簿
5 13 廃棄

　職員別給与簿 　職員別給与簿
5 13 廃棄

口座振込関係 給与の口座振込

　給与の口座振込申出書 　給与の口座振込申出書
申出に係る
口座振り込
みによらな
くなる日ま
で

13 廃棄

初任給関係 初任給決定

　初任給決定調書（人事交流等によ
る異動者に係るものを除く。）

　初任給決定調書（人事交流
等による異動者に係るものを 5 13 廃棄

その他の給与に係る調書関係 その他の給与に係る調書
10 13 廃棄

地方税、所得税、共済組合掛金控除
関係

地方税、所得税、共済組合掛金控除
関係 5 13 廃棄

源泉徴収票関係 源泉徴収票関係
5 13 廃棄

住民税特別徴収税額の変更通知関係 住民税特別徴収税額の変更通知書
5 13 廃棄

住民税特別徴収に係る給与所得異動
届出関係

住民税特別徴収に係る給与所得異動
届出書 5 13 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
総務 職員の退職手当 　

　退職手当支給発令内申書 　退職手当支給発令内申書
5 13（4） 廃棄

　退職手当算定調書 　退職手当算定調書
5 13（4） 廃棄

　死亡届 　死亡届
5 13（4） 廃棄

　総代者選任届 　総代者選任届
5 13（4） 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 総務 職員の諸手当
（※署所で認定して
いる手当について局
で整理）

　

　通勤届 　通勤届
5年1月 13 廃棄

　通勤手当認定簿 　通勤手当認定簿
5年1月 13 廃棄

　その他必要な証明資料 　その他必要な証明資料
5年1月 13 廃棄

扶養手当関係 扶養手当
 

　扶養親族届及び証明書類 　扶養親族届及び証明書類
5年1月 13 廃棄

　扶養手当認定簿 　扶養手当認定簿
5年1月 13 廃棄

住居手当関係 住居手当

支給

給与の口座振込

初任給決定

その他の給与に係る調書

地方税、所得税、共済組合掛金控
除関係

源泉徴収票関係

暴力行為等発生報告書

昇格、昇給内申

住民税特別徴収税額の変更通知書

住民税特別徴収に係る給与所得異
動届出書

退職手当

通勤手当

扶養手当

住居手当

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
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

　住居届 　住居届
5年1月 13 廃棄

　住居手当認定簿 　住居手当認定簿
5年1月 13 廃棄

単身赴任手当関係 単身赴任手当
 

　単身赴任届及び証明書類 　単身赴任届及び証明書類
5年1月 13 廃棄

　単身赴任手当認定簿 　単身赴任手当認定簿
5年1月 13 廃棄

特地勤務手当関係 特地勤務手当
5年1月 13 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) 受給者台帳関係 受給者台帳 総務 職員の児童手当(子
ども手当) 5 13 廃棄

認定請求書関係 認定請求書
5 13 廃棄

現況届関係 現況届
5 13 廃棄

未支払請求書関係 未支払請求書
5 13 廃棄

額改定認定請求書関係 額改定認定請求書
5 13 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 総務 職員の災害補償
5 13 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 総務 職員の勤務時間
　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

　勤務時間報告書 　勤務時間報告書
5 13 廃棄

　勤務時間等実施状況報告書 　勤務時間等実施状況報告書
5 13 廃棄

　勤務時間の申告・割振り簿 　勤務時間の申告・割振り簿
5 13 廃棄

　勤務時間の変更及び勤務時間の割
振り通知書の写し

　勤務時間の変更及び勤務時
間の割振り通知書の写し 1 13 廃棄

　週休日の振替等命令簿 　週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

　代休日指定簿 　代休日指定簿
5 13 廃棄

休暇関係 休暇簿

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

　病気、特別休暇 　病気、特別休暇
5 13 廃棄

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

　休暇承認通知書の写し 　休暇承認通知書の写し
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務
関係

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

　超過勤務予定者報告書 　超過勤務予定者報告書
5年3月 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書 　超過勤務、深夜勤務制限請
求書 3 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書に
係る証明書類

　超過勤務、深夜勤務制限請
求書に係る証明書類 1 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書提
出者への通知書の写し

　超過勤務、深夜勤務制限請
求書提出者への通知書の写し 3 13 廃棄

単身赴任手当

特地勤務手当

受給者台帳

認定請求書

現況届

未支払請求書

額改定認定請求書

公務災害

勤務時間

休暇簿

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤
務
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

　早出遅出勤務請求書 　早出遅出勤務請求書
3 13 廃棄

　早出遅出勤務請求書に係る証明書
類

　早出遅出勤務請求書に係る
証明書類 1 13 廃棄

　早出遅出勤務請求書提出者への通
知書の写し

　早出遅出勤務請求書提出者
への通知書の写し 3 13 廃棄

　育児又は介護の状況変更届 　育児又は介護の状況変更届
3 13 廃棄

育児休業関係 育児休業

　育児休業計画書 　育児休業計画書
5 13 廃棄

　育児休業承認請求書 　育児休業承認請求書
5 13 廃棄

　育児休業承認書の写し 　育児休業承認書の写し
5 13 廃棄

　育児休業期間延長請求書 　育児休業期間延長請求書
5 13 廃棄

　育児休業期間延長承認書の写し 　育児休業期間延長承認書の
写し 5 13 廃棄

　育児休業、育児短時間勤務及び育
児時間に係る証明書類

　育児休業、育児短時間勤務
及び育児時間に係る証明書類 5 13 廃棄

　養育状況変更届 　養育状況変更届
5 13 廃棄

　養育状況変更に係る証明書類 　養育状況変更に係る証明書
類 5 13 廃棄

　育児休業取消書の写し 　育児休業取消書の写し
5 13 廃棄

　育児時間認請求書 　育児時間認請求書
5 13 廃棄

　育児時間承認書の写し 　育児時間承認書の写し
5 13 廃棄

　育児時間に係る証明書類 　育児時間に係る証明書類
5 13 廃棄

　育児時間承認書の写し 　育児時間承認書の写し
5 13 廃棄

　育児短時間勤務承認請求書 　育児短時間勤務承認請求書
5 13 廃棄

　育児短時間勤務期間延長請求書 　育児短時間勤務期間延長請
求書 5 13 廃棄

　育児短時間勤務承認書の写し 　育児短時間勤務承認書の写
し 5 13 廃棄

　育児短時間勤務期間延長承認書の
写し

　育児短時間勤務期間延長承
認書の写し 5 13 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 職員の研修
5 13（2） 廃棄

地方研修関係 地方研修関係綴
5 13（2） 廃棄

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 3 13 廃棄

官用車修理要求書 官用車修理要求書
3 13 廃棄

官用車事故報告書 官用車事故報告書
3 13 廃棄

旅行命令簿関係 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命書関係 出張復命書
5 13 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 総務 栄典・表彰
 

　功績調書 　功績調書
10 20 廃棄

中央研修関係綴

地方研修関係綴

官用車使用要求書及び事後報告書

官用車修理要求書

官用車事故報告書

旅行命令簿

育児休業

出張復命書

叙位、叙勲、褒章
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

　履歴書 　履歴書
10 20 廃棄

　刑罰等調書 　刑罰等調書
10 20 廃棄

職員表彰・労働行政関係功労者表彰
10 20 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関係 勤労者財産形成貯蓄関係 総務 職員の福利厚生
5 13 廃棄

オーロラ保険関係 オーロラ保険関係綴
3 13 廃棄

健康管理関係 健康管理
 　

　健康管理者指名書の写し 　健康管理者指名書の写し
1 13 廃棄

　安全管理者指名書の写し 　安全管理者指名書の写し
1 13 廃棄

　健康管理医指名書及び委嘱書の写
し

　健康管理医指名書及び委嘱
書の写し 1 13 廃棄

　健康安全管理規程 　健康安全管理規程
1 13 廃棄

　指導管理医に対する資料 　指導管理医に対する資料
3 13 廃棄

　健康管理記録書 　健康管理記録書
5 13 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
常用 15 廃棄

物品供用関係 物品供用簿（重要物品）
常用 15 廃棄

物品管理関係 物品管理簿（備品）
常用 15 廃棄

物品供用関係 物品供用簿（備品）
常用 15 廃棄

物品管理関係 物品管理簿（消耗品）
常用 15 廃棄

物品供用関係 物品供用簿（消耗品）
常用 15 廃棄

物品管理関係 物品管理計算書綴
5 15 廃棄

物品管理関係 物品管理換通知書
5 15 廃棄

物品不用決定関係 物品不用決定関係
5 15 廃棄

物品取得修繕関係 物品取得修繕伺
5 15 廃棄

物品請求関係 物品請求書
5 15 廃棄

物品管理計画関係 物品管理計画書
5 15 廃棄

物品返納命令・返納報告関係 物品返納命令・返納報告等綴
5 15 廃棄

主要物品管理換関係 主要物品管理換希望調書綴
5 15 廃棄

物品増減及び現在額報告関係 物品増減及び現在額報告書
5 15 廃棄

納品関係 納品書綴
5 15 廃棄

印刷物の所要数調べ関係 印刷物の所要数調べ関係綴
3 15 廃棄

現金領収書受払関係 現金領収書受払綴
5 15 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 総務 行政監察
10 - 廃棄

物品返納命令・返納報告等綴

主要物品管理換希望調書綴

物品増減及び現在額報告書

納品書綴

印刷物の所要数調べ関係綴

現金領収書受払綴

職員表彰・労働行政関係功労者表
彰

勤労者財産形成貯蓄関係

オーロラ保険関係綴

健康管理

物品管理簿（重要物品）

物品供用簿（重要物品）

物品管理簿（備品）

物品供用簿（備品）

物品管理簿（消耗品）

物品供用簿（消耗品）

物品管理計算書綴

物品管理換通知書

物品不用決定関係

物品取得修繕伺

物品請求書

物品管理計画書

行政監察綴
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

法令遵守に関する事項 法令遵守 法令遵守委員会関係 法令遵守委員会関係 総務 法令遵守
5 - 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 総務 防災
10 - 廃棄

防災関係関係 防災関係綴
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

会計関係検査関係 会計関係検査書綴 会計 会計検査（総務）
5 15（2） 廃棄

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係綴
5 15（2） 廃棄

人事会計経理内部監査関係 人事会計経理内部監査綴
5 15（2） 廃棄

物品管理官検査関係 物品管理官検査書
5 15（2） 廃棄

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

債権現在額報告書綴 会計 債権管理

5 15（2） 廃棄

債権管理簿
5 15（2） 廃棄

債権管理関係綴
5 15（2） 廃棄

債権管理計算書
5 15（2） 廃棄

債権確認決議書綴
5 15（2） 廃棄

国有財産管理 国有財産台帳関係 国有財産台帳 会計 国有財産管理 30又は常
用

15 未定

土地建物管理台帳関係 土地建物管理台帳 30又は常
用

15 未定

15
，

予算及び決算に関する事
項，契約に関する事項

契約に関する重要な経緯 不動産賃貸契約書関係 不動産賃貸契約書綴
5 15,24 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 国有財産管理 公務員宿舎台帳関係 公務員宿舎台帳 30又は常
用

15 廃棄

国有財産関係 国有財産関係綴
10 15 廃棄

国有財産関係報告 国有財産関係報告書
5 15 廃棄

国有財産使用許可関係 国有財産使用許可綴 30又は常
用

15 未定

国有財産台帳付属図面関係 国有財産台帳付属図面 30又は常
用

15 未定

国有財産廃止関係 国有財産廃止関係綴
10 15 廃棄

建物実態調査関係 建物実態調査綴
3 15 廃棄

普通財産関係 普通財産関係綴
10 15 廃棄

合同宿舎関係 合同宿舎関係綴
3 15 廃棄

宿舎・省庁別宿舎現状調査関係 宿舎・省庁別宿舎現状調査綴
3 15 廃棄

修繕・補修関係 修繕・補修綴
3 15 廃棄

宿舎設置要求書関係 宿舎設置要求書綴
10 15 廃棄

宿舎貸与関係 宿舎貸与関係綴
3 15 廃棄

システム保守関係 システム保守関係綴
3 15 廃棄

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計算書
5 15 廃棄

国有財産関係報告書

国有財産使用許可綴

国有財産台帳付属図面

国有財産廃止関係綴

建物実態調査綴

普通財産関係綴

法令遵守委員会関係

防災業務計画

防災関係綴

会計関係検査書綴

会計検査、監査、受検関係綴

人事会計経理内部監査綴

物品管理官検査書

債権現在額報告書綴

債権管理簿

債権管理関係綴

債権管理計算書

債権確認決議書綴

国有財産台帳

土地建物管理台帳

不動産賃貸契約書綴

公務員宿舎台帳

国有財産関係綴

合同宿舎関係綴

宿舎・省庁別宿舎現状調査綴

修繕・補修綴

宿舎設置要求書綴

宿舎貸与関係綴

システム保守関係綴

国有財産増減及び現在額計算書
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

国有財産無償貸付状況計算書関係 国有財産無償貸付状況計算書
5 15 廃棄

国有財産受渡関係 国有財産受渡証書
10 15 廃棄

国有財産見込現在額報告書関係 国有財産見込現在額報告書
5 15 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 資金前渡官吏現金出納簿 会計 予算執行
5 15（2） 廃棄

各種計算書及びその証拠書
5 15（2） 廃棄

過誤納額整理簿
5 15（2） 廃棄

小切手及び国庫金振替書原符
5 15（2） 廃棄

歳出決算報告書
5 15（2） 廃棄

歳入関係簿
5 15（2） 廃棄

歳入決算報告書
5 15（2） 廃棄

納入告知簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金科目整理簿
5 15（2） 廃棄

経理関係各種報告書綴
5 15（2） 廃棄

小切手等受払簿
5 15（2） 廃棄

小切手振出済通知送達簿
5 15（2） 廃棄

国庫金送金等請求書綴
5 15（2） 廃棄

支出済額報告書綴
5 15（2） 廃棄

支出負担行為差引簿
5 15（2） 廃棄

支払計画及び支出負担行為計画示達
表綴 5 15（2） 廃棄

支払整理簿
5 15（2） 廃棄

徴収済額報告書
3 15（2） 廃棄

返納金額領収書原符
5 15（2） 廃棄

返納金領収証書受払簿
5 15（2） 廃棄

返納告知簿
5 15（2） 廃棄

前金概算払整理簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金交付簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金所要額請求書綴
5 15（2） 廃棄

前渡資金出納日計表
5 15（2） 廃棄

未到着国庫金送金通知書整理簿
5 15（2） 廃棄

未到着支払通知書整理簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金交付内訳書綴
5 15（2） 廃棄

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

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

前渡資金科目整理簿

経理関係各種報告書綴

小切手等受払簿

小切手振出済通知送達簿

国庫金送金等請求書綴

支出済額報告書綴

国有財産無償貸付状況計算書

国有財産受渡証書

国有財産見込現在額報告書

資金前渡官吏現金出納簿

各種計算書及びその証拠書

過誤納額整理簿

小切手及び国庫金振替書原符

歳出決算報告書

歳入関係簿

歳入決算報告書

納入告知簿

支出負担行為差引簿

支払計画及び支出負担行為計画示
達表綴

支払整理簿

徴収済額報告書

返納金額領収書原符

返納金領収証書受払簿

返納告知簿

前金概算払整理簿

前渡資金交付簿

前渡資金所要額請求書綴

前渡資金出納日計表

未到着国庫金送金通知書整理簿

未到着支払通知書整理簿

前渡資金交付内訳書綴
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

検査委任綴
5 15（2） 廃棄

工事関係綴
5 15（2） 廃棄

預託金月計突合表綴
5 15（2） 廃棄

歳入金月計突合表
5 15（2） 廃棄

歳出金月計突合表
5 15（2） 廃棄

歳出金現計銀行対象表
5 15（2） 廃棄

労働保険料返還金証拠書
5 15（2） 廃棄

保険料返還金及び賠償償還及び払戻
金要求額調綴 5 15（2） 廃棄

国庫金振込請求書等訂正決議書
5 15（2） 廃棄

旅費受領代人払受領証書綴
5 15（2） 廃棄

前渡資金返納報告及び決議書綴
5 15（2） 廃棄

返納金徴収補助簿
5 15（2） 廃棄

失業給付金等支払決議書綴
5 15（2） 廃棄

雇用調整助成金支払決議書綴
5 15（2） 廃棄

前渡資金送金請求書綴
5 15（2） 廃棄

支払元受高差引簿
5 15（2） 廃棄

委員手当関係綴
5 15（2） 廃棄

過年度支出関係綴
5 15（2） 廃棄

雇用安定等給付金支給決定報告綴
5 15（2） 廃棄

支出伺綴
5 15（2） 廃棄

謝金・委員等旅費所要額報告綴
5 15（2） 廃棄

人件費等経理状況調綴
5 15（2） 廃棄

振込不能訂正請求書綴
5 15（2） 廃棄

契約関係綴
5 15（2） 廃棄

前渡資金交付内訳書綴
5 15（2） 廃棄

振込先預貯金口座明細表
5 15（2） 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入歳出決算純計額報告書綴 会計 経理・出納
5 15（2） 廃棄

前渡資金受払簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金交付要求書
5 15（2） 廃棄

前渡資金送金要求書
5 15（2） 廃棄

前渡資金返納申請書
5 15（2） 廃棄

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

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

歳出金月計突合表

歳出金現計銀行対象表

労働保険料返還金証拠書

前渡資金交付要求書

前渡資金送金要求書

前渡資金返納申請書

保険料返還金及び賠償償還及び払
戻金要求額調綴

国庫金振込請求書等訂正決議書

旅費受領代人払受領証書綴

検査委任綴

工事関係綴

預託金月計突合表綴

歳入金月計突合表

支出伺綴

謝金・委員等旅費所要額報告綴

人件費等経理状況調綴

振込不能訂正請求書綴

契約関係綴

前渡資金交付内訳書綴

振込先預貯金口座明細表

歳入歳出決算純計額報告書綴

前渡資金受払簿

前渡資金返納報告及び決議書綴

返納金徴収補助簿

失業給付金等支払決議書綴

雇用調整助成金支払決議書綴

前渡資金送金請求書綴

支払元受高差引簿

委員手当関係綴

過年度支出関係綴

雇用安定等給付金支給決定報告綴
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

前渡資金出納計算書同付属証拠書
5 15（2） 廃棄

現金領収証書受払簿
5 15（2） 廃棄

現金領収証書原符
5 15（2） 廃棄

検査書
5 15（2） 廃棄

小切手及び国家金振替書原符
5 15（2） 廃棄

前金・概算払整理簿
5 15（2） 廃棄

計算証明規則に基づく出納計算書及
びその添付書類 5 15（2） 廃棄

支払証明書
5 15（2） 廃棄

証拠書類（支払決議書）
5 15（2） 廃棄

返納決議書
5 15（2） 廃棄

納入告知（返納請求）関係書類
5 15（2） 廃棄

預託金払込関係書類
5 15（2） 廃棄

預託金払出決議書
5 15（2） 廃棄

予定価格調書
5 15（2） 廃棄

旅費精算額請求書
5 15（2） 廃棄

会計事務補助者命免関係
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

概算払整理簿 会計 予算・決算
5 15（2） 廃棄

前金払等整理簿
5 15（2） 廃棄

予算配賦申請書綴
5 15（2） 廃棄

本省からの予算配賦書綴
5 15（2） 廃棄

歳入歳出予算科目解説書 歳入歳出予算科目解説書
1 15 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 会計 公共調達
5 15 廃棄

公共調達監視委員会関係 公共調達監視委員会関係
5 15 廃棄

総務 総合調整 行政事務簡素化合理化関係 行政事務簡素化合理化関係綴 総務 総合調整
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 委員委嘱関係 委員委嘱関係 総務 地方労働審議会
5 - 廃棄

審議会等文書 審議会関係
10 21（2） 移管

議事録
10 21（2） 移管

行政文書管理関係 廃棄に関する決裁等 総務
5 22 廃棄

文書管理に係る自主点検及び監査 監査報告書
1 22 廃棄

文書管理状況調査報告関係関係 文書管理状況調査報告
3 22 廃棄

予算配賦申請書綴

本省からの予算配賦書綴

歳入歳出予算科目解説書

公共調達審査会関係

公共調達監視委員会関係

行政事務簡素化合理化関係綴

前渡資金出納計算書同付属証拠書

現金領収証書受払簿

現金領収証書原符

委員委嘱関係

審議会関係

議事録

22 文書の管理等に関する事項 文書の管理等 文書管理 行政文書管理関係綴

文書管理に係る自主点検及び監査

文書管理状況調査報告

検査書

小切手及び国家金振替書原符

前金・概算払整理簿

計算証明規則に基づく出納計算書
及びその添付書類

支払証明書

証拠書類（支払決議書）

返納決議書

納入告知（返納請求）関係書類

預託金払込関係書類

預託金払出決議書

予定価格調書

旅費精算額請求書

会計事務補助者命免関係

概算払整理簿

前金払等整理簿
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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
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
小分類

（行政文書ファイル等の名
称）

11
，
12

個人の権利義務の得喪及び
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 総務 情報公開
5年 11,12 廃棄

開示請求・決定書関係 開示請求・決定書 許可等の
効力消滅
後5年

11,12 廃棄

情報公開 開示請求等受付関係 開示請求等受付管理簿
5 11,12 廃棄

施行状況調査報告関係 施行状況調査報告
3 11,12 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 行政機関等個人情報保護法関係 総務 行政機関個人情報保
護 5年 11 廃棄

開示請求・決定書関係 開示請求・決定書 許可等の
効力消滅
後5年

11 廃棄

行政機関個人情報保護 施行状況調査報告関係 施行状況調査報告
3 11 廃棄

開示請求受付関係 開示請求受付管理簿
5 11 廃棄

開示請求受付管理簿

情報公開法関係綴

開示請求・決定書

開示請求等受付管理簿

施行状況調査報告

行政機関等個人情報保護法関係

開示請求・決定書

施行状況調査報告
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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 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 勤務時間 総務 職員の勤務時間
　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

　週休日の振替等命令簿 　週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

休暇関係 休暇簿

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

　病気、特別休暇 　病気、特別休暇
5 13 廃棄

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

　診断書 　診断書
3 13 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
5 12 廃棄

名称、所在地等変更届関係 名称、所在地等変更届関係文書
5 12 廃棄

継続事業一括申請書関係 継続事業一括申請書関係文書
5 12 廃棄

任意加入申請書関係 任意加入申請書関係文書
5 12 廃棄

還付に係る請求書以外の書類 還付に係る請求書以外の書類
5 12 廃棄

保険料申告書関係 保険料申告書関係文書
3 12 廃棄

印紙保険料納付・納付計器関係 印紙保険料納付・納付計器関係申請書
3 12 廃棄

印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書 印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書
3 12 廃棄

代理人選任・解任届関係 代理人選任・解任届関係文書
3 12 廃棄

保険関係消滅申請関係 保険関係消滅申請関係文書
3 12 廃棄

任意加入申請に係る通知文書関係 任意加入申請に係る通知文書
3 12 廃棄

継続事業一括申請に係る通知文書関係 継続事業一括申請に係る通知文書
3 12 廃棄

下請負人を事業主とする認可申請に係る通
知文書関係

下請負人を事業主とする認可申請に係る通
知文書 3 12 廃棄

特別加入の保険料申告関係文書 特別加入の保険料申告関係文書
3 12 廃棄

適用関係変更・訂正データ入力票関係 適用関係変更・訂正データ入力票
3 12 廃棄

労災保険特別加入適用関係データ入力票
（第2種、第3種）関係

労災保険特別加入適用関係データ入力票
（第2種、第3種） 3 12 廃棄

労働保険番号等の取消データ入力票関係 労働保険番号等の取消データ入力票
3 12 廃棄

事業データ入力票関係 事業データ入力票
1 12 廃棄

継続一括変更・訂正データ入力票関係 継続一括変更・訂正データ入力票
3 12 廃棄

労働保険還付請求関係 労働保険還付請求書綴
3 12 廃棄

移転事業報告関係 移転事業報告書綴
3 12 廃棄

改定確定保険料決定通知関係 改定確定保険料決定通知書
5 12 廃棄

事業データ入力票

継続一括変更・訂正データ入力票

労働保険還付請求書綴

移転事業報告書綴

改定確定保険料決定通知書

継続事業一括申請に係る通知文書

下請負人を事業主とする認可申請に係る
通知文書

特別加入の保険料申告関係文書

適用関係変更・訂正データ入力票

労災保険特別加入適用関係データ入力票
（第2種、第3種）

労働保険番号等の取消データ入力票

保険料申告書関係文書

印紙保険料納付・納付計器関係申請書

印紙保険料納付・納付計器使用状況報告
書

代理人選任・解任届関係文書

保険関係消滅申請関係文書

任意加入申請に係る通知文書

保険関係成立届関係文書

名称、所在地等変更届関係文書

継続事業一括申請書関係文書

任意加入申請書関係文書

還付に係る請求書以外の書類

勤務時間

休暇簿

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務

令和２年度沖縄労働局総務部労働保険徴収室　標準文書保存期間基準（保存期間表)

小分類
（行政文書ファイル等の名称）



労災保険率特例申告書入力・変更事業場名
簿

労災保険率特例申告書入力・変更事業場名
簿 3 12 廃棄

労災保険率特例申告事業場名簿 労災保険率特例申告事業場名簿
3 12 廃棄

継続メリット制算定基礎報告書データリス
ト関係

継続メリット制算定基礎報告書データリス
ト 3 12 廃棄

訂正データリスト（継続メリット制）関係 訂正データリスト（継続メリット制）
3 12 廃棄

有期メリット制（計算・適用）事業場名簿 有期メリット制（計算・適用）事業場名簿
3 12 廃棄

訂正データリスト（有期メリット制）関係 訂正データリスト（有期メリット制）
3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働保険料算定基礎調査 労働保険料算定基礎調査対象事業場名簿 労働保険料算定基礎調査対象事業場名簿 労働保険徴収 労働保険料算定基礎調査
5 12 廃棄

労働保険料算定基礎調査書認定決定決議書
関係

労働保険料算定基礎調査書認定決定決議書
3 12 廃棄

調査書関係 調査書
3 12 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

徴収簿 労働保険徴収 労働保険料徴収

5 12,15（2） 廃棄

徴収整理簿
5 12,15（2） 廃棄

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） 5 12,15（2） 廃棄

過誤納額整理簿
5 12,15（2） 廃棄

現金領収証書（歳入歳出外現金領収証等領
収証書は現金領収証書に準ずる） 5 12,15（2） 廃棄

各種払込書
5 12,15（2） 廃棄

債権管理計算書
5 12,15（2） 廃棄

不納欠損整理関係 不納欠損整理簿
3 12,15 廃棄

納入告知書等返戻関係 納入告知書等返戻簿
3 12,15 廃棄

納付受託に係る帳簿・証書関係 納付受託に係る帳簿・証書
3 12,15 廃棄

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

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

領収済報告書及びそれに付随する書類

5 12,15（2） 廃棄

徴収済額報告書
5 12,15（2） 廃棄

労働保険料徴収 現金払込仕訳関係 現金払込仕訳書（証券仕訳書も準ずる）
3 12,15 廃棄

滞納処分関係 滞納処分関係書類
3 12,15 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働保険料徴収 改定確定保険料追徴額徴収決定（変更）
データ入力票関係

改定確定保険料追徴額徴収決定（変更）
データ入力票 3 12 廃棄

追徴金徴収決定（変更）データ入力票関係 追徴金徴収決定（変更）データ入力票
3 12 廃棄

延滞金徴収決定（変更）データ入力票関係 延滞金徴収決定（変更）データ入力票
3 12 廃棄

徴収決定外誤納調定（変更）データ入力票
関係

徴収決定外誤納調定（変更）データ入力票
3 12 廃棄

収納関係変更データ入力票関係 収納関係変更データ入力票
3 12 廃棄

収納関係変更データ入力票（充当）関係 収納関係変更データ入力票（充当）
3 12 廃棄

不納欠損（変更）データ入力票関係 不納欠損（変更）データ入力票
3 12 廃棄

多目的収納関係データ入力票関係 多目的収納関係データ入力票
3 12 廃棄

未登記収納データ登記用入力帳票関係 未登記収納データ登記用入力帳票
3 12 廃棄

未登記収納データ登記用入力帳票

延滞金徴収決定（変更）データ入力票

徴収決定外誤納調定（変更）データ入力
票

収納関係変更データ入力票

収納関係変更データ入力票（充当）

不納欠損（変更）データ入力票

多目的収納関係データ入力票

領収済報告書及びそれに付随する書類

徴収済額報告書

現金払込仕訳書（証券仕訳書も準ずる）

滞納処分関係書類

改定確定保険料追徴額徴収決定（変更）
データ入力票

追徴金徴収決定（変更）データ入力票

現金領収証書（歳入歳出外現金領収証等
領収証書は現金領収証書に準ずる）

各種払込書

債権管理計算書

不納欠損整理簿

納入告知書等返戻簿

納付受託に係る帳簿・証書

労働保険料算定基礎調査書認定決定決議
書

調査書

徴収簿

徴収整理簿

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）

過誤納額整理簿

労働保険料算定基礎調査対象事業場名簿

労災保険率特例申告事業場名簿

継続メリット制算定基礎報告書データリ
スト

訂正データリスト（継続メリット制）

有期メリット制（計算・適用）事業場名
簿

訂正データリスト（有期メリット制）

労災保険率特例申告書入力・変更事業場
名簿



徴収簿登記済額入力票関係 徴収簿登記済額入力票
3 12 廃棄

滞納処分事蹟票関係 滞納処分事蹟票
3 12 廃棄

労働保険料猶予申請書関係 労働保険料猶予申請書
5 12 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

不納欠損に係る決議書関係 不納欠損に係る決議書等
3 12,15 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働保険料徴収 引継書及びそれに添付する書類 引継書及びそれに添付する書類
3 12 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

歳入金収納済額日計（総括）表関係 歳入金収納済額日計（総括）表

3 12,15（2） 廃棄

歳入及び歳出の決算報告書並びにその作成
の基礎となった意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 5 12,15（2） 廃棄

その他各種決議書及びそれに基づく通知
（歳入歳出外現金の処理伺は決議書に準ず
る）

5 12,15（2） 廃棄

決算関係報告書 決算関係報告書
3 12,15（2） 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働保険料徴収 勘定別精算還付金リスト関係 勘定別精算還付金リスト
3 12 廃棄

加算集計指示票関係 加算集計指示票
1 12 廃棄

保険料変更データ入力票関係 保険料変更データ入力票
3 12 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

現金払込書・領収証書

5 12,15（2） 廃棄

収入官吏領収済通知書 収入官吏領収済通知書
3 12,15（2） 廃棄

領収済報告書 領収済報告書
3 12,15（2） 廃棄

納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿
3 12,15（2） 廃棄

納付受託証券再委託受払簿 納付受託証券再委託受払簿
3 12,15（2） 廃棄

歳入徴収済額計算書 歳入徴収済額計算書
3 12,15（2） 廃棄

歳入徴収済額計算書附属証拠書 歳入徴収済額計算書附属証拠書
3 12,15（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

労働保険事務組合認可申請関係綴（労働保
険事務組合認可申請書含む）

労働保険徴収 労働保険事務組合 許認可等
の効力消
滅後5年

12（2） 移管

労働保険事務組合 労働保険事務組合台帳 労働保険事務組合台帳 30又は常
用

12 未定

労働保険事務組合整理番号振出簿関係 労働保険事務組合整理番号振出簿 30又は常
用

12 廃棄

労働保険事務組合労働保険番号（基幹番
号）追加付与額関係

労働保険事務組合労働保険番号（基幹番
号）追加付与額 5 12 廃棄

補助金等の交付に関する重要な経緯 労働保険事務組合報奨金交付関係 労働保険事務組合報奨金交付関係書類
5 12（4） 廃棄

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

労働保険事務組合認可に関する届出書類 認可等の
効力消滅
後5年

12（2） 移管

労働保険事務組合認可通知関係書類 認可等の
効力消滅
後5年

12(2) 移管

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

労働保険事務組合 労働保険事務組合設立勧奨記録関係 労働保険事務組合設立勧奨記録

5 12,15 廃棄

労働保険徴収に関する事項 労働保険事務組合 労働保険事務組合監査復命書関係 労働保険事務組合監査復命書
5 - 廃棄

労働保険事務組合委託解除届関係 労働保険事務組合委託解除届
5 - 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働保険事務組合 委託事業主名簿 委託事業主名簿
5 12 廃棄

労働保険料納入事業場報告書関係 労働保険料納入事業場報告書
3 12 廃棄

労働保険料特例納付猶予申請書関係関係 労働保険料特例納付猶予申請書
3 12 廃棄

労働保険料滞納事業場報告書関係 労働保険料滞納事業場報告書
3 12 廃棄

保険料申告書内訳関係 保険料申告書内訳
3 12 廃棄

事務組合適用関係（変更等）データ入力票
関係

事務組合適用関係（変更等）データ入力票
3 12 廃棄

口座振替納付書送付依頼関係 口座振替納付書送付依頼関係書類
3 12 廃棄

口座振替納付書送付依頼関係書類

委託事業主名簿

労働保険料納入事業場報告書

労働保険料特例納付猶予申請書

労働保険料滞納事業場報告書

保険料申告書内訳

事務組合適用関係（変更等）データ入力
票

労働保険事務組合報奨金交付関係書類

労働保険事務組合認可に関する届出書類

労働保険事務組合認可通知関係書類

労働保険事務組合設立勧奨記録

労働保険事務組合監査復命書

労働保険事務組合委託解除届

歳入徴収済額計算書

歳入徴収済額計算書附属証拠書

労働保険事務組合認可申請関係綴（労働
保険事務組合認可申請書含む）

労働保険事務組合台帳

労働保険事務組合整理番号振出簿

労働保険事務組合労働保険番号（基幹番
号）追加付与額

保険料変更データ入力票

現金払込書・領収証書

収入官吏領収済通知書

領収済報告書

納付受託証券整理簿

納付受託証券再委託受払簿

歳入金収納済額日計（総括）表

各種計算書（債権管理計算書以外）及び
証拠書

その他各種決議書及びそれに基づく通知
（歳入歳出外現金の処理伺は決議書に準
ずる）

決算関係報告書

勘定別精算還付金リスト

加算集計指示票

徴収簿登記済額入力票

滞納処分事蹟票

労働保険料猶予申請書

不納欠損に係る決議書等

引継書及びそれに添付する書類



労働保険徴収に関する事項 労働保険適用・徴収統計 労働保険適用関係業務統計表関係 労働保険適用関係業務統計表 労働保険徴収 労働保険適用・徴収統計
3 - 廃棄

労働保険徴収・収納関係業務統計表関係 労働保険徴収・収納関係業務統計表
3 - 廃棄

労働保険徴収文書 適用・徴収関係例規通達関係 適用・徴収関係例規通達綴 労働保険徴収 労働保険徴収文書
10 - 廃棄

適用・徴収関係通達関係 適用・徴収関係通達綴
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

労災保険特別加入 特別加入申請・変更関係 特別加入申請・変更関係綴 労働保険徴収 労災保険特別加入

30 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

労災保険特別加入 特別加入時健康診断実施医療機関委託契約
報告関係

特別加入時健康診断実施医療機関委託契約
報告関係綴 3 11,12 廃棄

特別加入、加入脱退承認通知書関係 特別加入、加入脱退承認通知書綴
30 11,12 廃棄

特別加入、加入脱退不承認通知書関係 特別加入、加入脱退不承認通知書綴
30 11,12 廃棄

特別加入時健康診断実施医療機関委託契
約報告関係綴

特別加入、加入脱退承認通知書綴

特別加入、加入脱退不承認通知書綴

労働保険適用関係業務統計表

労働保険徴収・収納関係業務統計表

適用・徴収関係例規通達綴

適用・徴収関係通達綴

特別加入申請・変更関係綴



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
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 旅行命令関係 旅行命令簿 雇用環境・均等 職員の出張 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命書関係 出張復命書 出張復命書
5 13 廃棄

雇用環境・均等室に発出される
業務例規通達に係る事項

業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達綴 雇用環境・均等 雇用環境・均等室業務例
規通達

各種例規通達綴

10 - 廃棄

雇用環境・均等室に発出される
業務通達に係る事項

業務通達 各種通達関係 各種通達綴 雇用環境・均等 雇用環境・均等室業務通
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

業務報告 各種報告関係 各種報告関係 雇用環境・均等 業務報告 各種報告関係

3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 雇用環境・均等 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

業務会議 各種会議関係 各種会議綴 雇用環境・均等 業務会議 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

業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 雇用環境・均等 業務復命書 各種復命書綴

3 11,12 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 雇用環境・均等 総合的政策 行政運営方針
5 14 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 総合的政策 労働関係連絡会議関係 労働関係連絡会議関係 労働関係連絡会議関係
3 - 廃棄

産業労働懇談会関係 産業労働懇談会関係 産業労働懇談会関係
3 - 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 総合調整 さわやか行政サービス関係 さわやか行政サービス関係綴 雇用環境・均等 総合調整 さわやか行政サービス関係綴
1 - 廃棄

業務概況関係 業務概況綴 業務概況綴
3 - 廃棄

行政事務簡素化合理化関係 行政事務簡素化合理化関係綴 行政事務簡素化合理化関係綴
3 - 廃棄

陳情関係 陳情関係綴 陳情関係綴
1 - 廃棄

局議等部内会議関係 局議等部内会議綴 局議等部内会議綴

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 雇用環境・均等 広報 記者発表資料
1 - 廃棄

取材対応記録関係 取材対応記録 取材対応記録
1 - 廃棄

広報会議関係 広報会議 広報会議
1 - 廃棄

広報依頼関係 広報依頼 広報依頼
1 - 廃棄

広報に関する報告関係 広報に関する報告 広報に関する報告
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 労働相談関係 労働相談票綴 雇用環境・均等 労働相談票綴
3 11 廃棄

労働局長の助言・指導受付台帳 労働局長の助言・指導受付台帳 労働局長の助言・指導受付台帳
3 11 廃棄

助言・指導処理票関係 助言・指導処理票綴 助言・指導処理票綴
3 11 廃棄

紛争調整委員会によるあっせん受理台帳 紛争調整委員会によるあっせん受理台帳 紛争調整委員会によるあっせん受理
台帳 5 11 廃棄

令和２年度沖縄労働局雇用環境・均等室　標準文書保存期間基準（保存期間表)

個別労働紛争



あっせん処理票関係 あっせん処理票綴 あっせん処理票綴
5 11 廃棄

個別労働紛争業務本省報告関係 個別労働紛争業務本省報告綴 個別労働紛争業務本省報告綴
5 11 廃棄

紛争調整委員会関係 紛争調整委員会関係綴 紛争調整委員会関係綴
3 11 廃棄

労働関係紛争担当参与会関係 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
3 11 廃棄

個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会
関係

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 3 11 廃棄

13 職員の人事に関する事項 個別労働紛争 非常勤職員任免関係 非常勤職員任免関係綴 非常勤職員任免関係綴
3 13 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 計画認定・変更申請書関係
計画認定・変更申請書綴

雇用環境・均等 有期雇用特例措置
計画認定・変更申請書綴 常用 12 未定

認定管理台帳

認定管理台帳 認定管理台帳
30又は常

用
12 未定

相談等記録票関係
相談等記録票綴 相談等記録票綴 3 12 廃棄

労働局長の指導及び助言処理台帳関係
労働局長の指導及び助言処理台帳 労働局長の指導及び助言処理台帳 3 12 廃棄

労働局長の指導及び助言処理票関係
労働局長の指導及び助言処理票 労働局長の指導及び助言処理票 3 12 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 障害者虐待防止法関係綴 雇用環境・均等 障害者虐待防止法 障害者虐待防止法関係綴
5 11 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実施計画関係 労働時間等設定改善実施計画関係各種書類 雇用環境・均等 労働時間等設定改善 労働時間等設定改善実施計画関係各
種書類

10 12 廃棄

労働時間等設定改善援助事業関係 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
5 12 廃棄

補助金等の交付に関する重要な経緯 労働時間等設定改善推進助成金関係 労働時間等設定改善推進助成金綴 労働時間等設定改善推進助成金綴
5 12（4） 廃棄

職場意識改善助成金関係 職場意識改善助成金綴 職場意識改善助成金綴
5 12（4） 廃棄

働き方改革推進支援助成金関係 働き方改革推進支援助成金綴 働き方改革推進支援助成金綴
5 12（4） 廃棄

労働時間等設定改善 働き方・休み方改善の企業指導関係 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 5 12 廃棄

12，
24

法人の権利義務の得喪及びその
経緯，契約に関する事項

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綴 医療労務管理支援事業関係綴
5 12,24 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 業務改善助成金関係 業務改善助成金綴 雇用環境・均等 最低賃金引上げ支援 業務改善助成金綴
5 12（4） 廃棄

12，
24

法人の権利義務の得喪及びその
経緯，契約に関する事項

最低賃金引上げ支援 専門家派遣・相談等支援事業関係 専門家派遣・相談等支援事業綴 専門家派遣・相談等支援事業綴
5 12,24 廃棄

22 文書の管理等に関する事項 文書の管理等 文書関係諸規定関係 文書関係諸規定 雇用環境・均等 文書台帳 文書関係諸規定
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳簿 部収受文書台帳 部収受文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳 部発議文書台帳
30 22 廃棄

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 行政文書ファイル管理簿

常用 22 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

雇用均等一般 業務計画関係 業務計画関係 雇用環境・均等 雇用均等一般 業務計画関係
3 11,12 廃棄

13 職員の人事に関する事項 雇用均等一般 雇用均等行政推進員関係 雇用均等行政推進員関係 雇用均等行政推進員関係
3 13 廃棄

均等法指導等関係 雇用環境・均等 雇用機会均等 均等法指導等関係
 　

雇用環境・均等に関する事項 雇用機会均等 　均等法業務関係一般 　均等法業務関係一般
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 　均等法指導業務関係 　均等法指導業務関係
5 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 雇用機会均等 　広報、啓発関係 　広報、啓発関係
3 - 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

雇用機会均等 相談関係 相談関係 相談関係
3 11 廃棄

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

雇用機会均等 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係
5 11,12 廃棄



調停関係 調停関係 調停関係
5 11,12 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 報告徴収関係 報告徴収関係 報告徴収関係
5 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 雇用機会均等 業務報告関係 業務報告関係 業務報告関係
5 - 廃棄

ポジティブ・アクション普及促進対策関係 ポジティブ・アクション普及促進対策関係 ポジティブ・アクション普及促進対
策関係 3 - 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 機会均等推進責任者選任・変更関係 機会均等推進責任者選任・変更関係 機会均等推進責任者選任・変更関係
1 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 雇用機会均等 母性健康管理対策関係 母性健康管理対策関係 母性健康管理対策関係
3 - 廃棄

女性の地位向上関係 女性の地位向上関係 女性の地位向上関係
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 両立支援等助成金（ポジティブ・アクショ
ン能力アップ助成金）関係

両立支援等助成金（ポジティブ・アクショ
ン能力アップ助成金）関係

両立支援等助成金（ポジティブ・ア
クション能力アップ助成金）関係 5 12（4） 廃棄

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース
（28年度は「女性活躍加速化助成金」））
関係

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース
（28年度は「女性活躍加速化助成金」））
関係

両立支援等助成金（女性活躍加速化
コース（28年度は「女性活躍加速化
助成金」））関係

5 12（4） 廃棄

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
届受理関係

女性活躍推進法一般事業主行動計画策定等
届受理関係

女性活躍推進法一般事業主行動計画
策定等届受理関係 5 12 廃棄

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 女性活躍推進法報告徴収関係
5 12 廃棄

女性活躍推進法認定関係 女性活躍推進法認定関係 女性活躍推進法認定関係
5 12 廃棄

女性活躍推進法業務報告関係 女性活躍推進法業務報告関係 女性活躍推進法業務報告関係
5 12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労働基準法（女性） 労働基準法業務関係 労働基準法業務関係 雇用環境・均等 労働基準法（女性） 労働基準法業務関係
5 11 廃棄

育児・介護休業法指導等関係 雇用環境・均等 職業生活両立 育児・介護休業法指導等関係
　

雇用環境・均等に関する事項 職業生活両立 　育児・介護休業法業務関係一般 　育児・介護休業法業務関係一般 　育児・介護休業法業務関係一般
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 　育児・介護休業法指導業務関係
5 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 職業生活両立 　広報、啓発関係 　広報、啓発関係 　広報、啓発関係
3 - 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

職業生活両立 相談関係 相談関係 相談関係
3 11 廃棄

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

職業生活両立 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係
5 11,12 廃棄

調停関係 調停関係 調停関係
5 11,12 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 報告徴収関係 報告徴収関係 報告徴収関係
5 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 職業生活両立 業務報告関係 業務報告関係 業務報告関係
5 - 廃棄

仕事と家庭の両立のための周知啓発関係 仕事と家庭の両立のための周知啓発関係 仕事と家庭の両立のための周知啓発
関係 5 - 廃棄

両立支援事業関係 両立支援事業関係 両立支援事業関係
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 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 職業家庭両立推進者選任・変更関係
1 12 廃棄

補助金等の交付に関する重要な経緯 育児・介護雇用安定等助成金（中小企業子
育て支援助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（中小企業子
育て支援助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（中小
企業子育て支援助成金）関係 5 12（4） 廃棄

育児・介護雇用安定等助成金（事業所内保
育施設設置・運営等助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（事業所内保
育施設設置・運営等助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（事業
所内保育施設設置・運営等助成金）
関係

5（右記に
定めのあ
るものを
除く）

12（4） 廃棄



育児・介護雇用安定等助成金（両立支援レ
ベルアップ助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（両立支援レ
ベルアップ助成金）関係

育児・介護雇用安定等助成金（両立
支援レベルアップ助成金）関係

5
（右記に
定めのあ
るのもの
を除く）

12（4） 廃棄

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

両立支援等助成金（事業所内保育施
設コース）関係

5
（右記に
定めのあ
るのもの
を除く）

12（4） 廃棄

両立支援等助成金（事業所内保育施設コー
ス、女性活躍加速化コース及びポジティ
ブ・アクション能力アップ助成金を除く）
関係

両立支援等助成金（事業所内保育施設コー
ス、女性活躍加速化コース及びポジティ
ブ・アクション能力アップ助成金を除く）
関係

両立支援等助成金（事業所内保育施
設コース、女性活躍加速化コース及
びポジティブ・アクション能力アッ
プ助成金を除く）関係

5（右記に
定めのあ
るのもの
を除く）

12（4） 廃棄

職業家庭両立 一般事業主行動計画策定等届受理関係 一般事業主行動計画策定等届受理関係 一般事業主行動計画策定等届受理関
係 5 12 廃棄

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

一般事業主行動計画策定等届提出等
督促・指導関係 5 12 廃棄

一般事業主行動計画認定関係 一般事業主行動計画認定関係 一般事業主行動計画認定関係
5 12 廃棄

次世代業務報告関係 次世代業務報告関係 次世代業務報告関係
5 12 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 短時間雇用管理者選任・変更関係 短時間雇用管理者選任・変更関係 雇用環境・均等 有期・短時間労働 短時間雇用管理者選任・変更関係
1 12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

有期・短時間労働 相談関係 相談関係 相談関係
3 11 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 報告徴収関係 報告徴収関係 報告徴収関係
5 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

有期・短時間労働 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係 紛争解決援助関係
5 11,12 廃棄

有期・短時間労働 均衡待遇調停関係 均衡待遇調停関係 均衡待遇調停関係
5 11,12 廃棄

パートタイム労働法指導等関係 パートタイム労働法指導等関係
　

雇用環境・均等に関する事項 有期・短時間労働 　パートタイム労働法業務関係 　パートタイム労働法業務関係一般 　パートタイム労働法業務関係一般
5 - 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 　パートタイム労働法指導業務関係 　パートタイム労働法指導業務関係 　パートタイム労働法指導業務関係
5 12 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 有期・短時間労働   広報、啓発関係   広報、啓発関係   広報、啓発関係
3 － 廃棄

雇用環境・均等に関する事項 有期・短時間労働 業務報告関係 業務報告関係 業務報告関係
5 - 廃棄

パートタイム労働連絡調整関係 パートタイム労働連絡調整関係 パートタイム労働連絡調整関係
3 - 廃棄



雇用環境・均等に関する事項 在宅労働 在宅ワーク対策関係 在宅ワーク対策関係 雇用環境・均等 在宅労働 在宅ワーク対策関係
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

中小企業退職金共済 中小企業退職金共済関係 中小企業退職金共済関係綴 雇用環境・均等 中小企業退職金共済 中小企業退職金共済関係綴
10 11,12 廃棄

出勤簿 出勤簿
5 13 廃棄

勤務時間報告書・超過勤務報告書 勤務時間・超過勤務報告書
5 13 廃棄

 週休日の振替等命令簿 週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

 休暇関係 休暇簿 休暇簿 休暇簿
5 13 廃棄

 13 職員の服務 公用外出簿 公用外出簿 雇用環境・均等 職員の服務 公用外出簿
3 13 廃棄

 13 職員の人事 非常勤職員任免 非常勤職員任免関係綴 雇用環境・均等 職員の人事 非常勤職員任免関係綴
3 13 廃棄

 15 予算配賦申請書綴 雇用環境・均等 予算・決算 予算関係綴（予算配賦申請書・予算
配賦書） 5 15(2) 廃棄

 15 公共調達 公共調達審査会関係 公共調達審査会関係 雇用環境・均等 公共調達 公共調達審査会関係綴
5 15 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 委員委嘱関係 委員委嘱関係 雇用環境・均等 地方労働審議会 委員委嘱関係
5 - 廃棄

審議会等文書 審議会関係 審議会関係
10 21（2） 移管

雇用環境・均等に関する事項 職業生活両立 労働施策総合推進法関係一般関係 労働施策総合推進法関係一般 雇用環境・均等 労働施策総合推進法 労働施策総合推進法関係一般
5 - 廃棄

業務報告関係 業務報告関係 労働施策総合推進法業務報告関係
5 - 廃棄

非正規雇用労働者待遇改善支援事業 雇用環境・均等 労働時間等設定改善 非正規雇用労働者待遇改善支援事業
5 12,24 廃棄

働き方改革報告綴 働き方改革報告綴
5 12 廃棄

12 法人の権利義務の特捜及びその
経緯

労働時間等設定改善 労働時間設定改善

職員の人事に関する事項

予算及び決算に関する事項

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 雇用環境・均等 職員の勤務時間



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 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 取得した文書の管理を行うための帳簿 部収受文書台帳 監督 文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳 30 22 廃棄

郵便物発送関係 郵便物発送簿 5 22 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（採用） 監督 職員の人事

10 13 廃棄

公用外出関係 公用外出簿 3 13 廃棄

暴力行為等発生報告関係 暴力行為等発生報告書 3 13 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 監督 職員の勤務時間

　出勤簿  　出勤簿  5 13 廃棄

　勤務時間報告書 　勤務時間報告書 5 13 廃棄

　勤務時間等実施状況報告書 　勤務時間等実施状況報告書
5 13 廃棄

　勤務時間の申告・割振り簿 　勤務時間の申告・割振り簿
5 13 廃棄

　勤務時間の変更及び勤務時間の割振り通知書の写し 　勤務時間の変更及び勤務時間の割振り通知書の写し

1 13 廃棄

　週休日の振替等命令簿 　週休日の振替等命令簿 5 13 廃棄

　代休日指定簿 　代休日指定簿 5 13 廃棄
　代休日の指定を希望しない旨の申出書 　代休日の指定を希望しない旨の申出書

3 13 廃棄

休暇関係 休暇簿

　年次休暇 　年次休暇 5 13 廃棄

人事異動発令内申（採用）

令和２年度 沖縄労働局労働基準部監督課における行政文書保存期間基準

小分類

収受文書台帳

発議文書台帳

郵便物発送簿 

公用外出簿

暴力行為等発生報告書

勤務時間

休暇簿



　病気、特別休暇 　病気、特別休暇 5 13 廃棄

　介護休暇 　介護休暇 5 13 廃棄

　休暇の承認のための証明書類 　休暇の承認のための証明書類
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿 5年3月 13 廃棄

　超過勤務予定者報告書 　超過勤務予定者報告書 5 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書 　超過勤務、深夜勤務制限請求書

3 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書に係る証明書類 　超過勤務、深夜勤務制限請求書に係る証明書類

1 13 廃棄
　超過勤務、深夜勤務制限請求書提出者への通知書の写し 　超過勤務、深夜勤務制限請求書提出者への通知書の写し

3 13 廃棄

　育児又は介護の状況変更届 　育児又は介護の状況変更届
3 13 廃棄

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 監督 職員の出張 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命書関係 出張復命書 出張復命書
5 13 廃棄

監督に係る事項 監督業務例規通達 例規通達関係 各種例規通達綴 監督
監督業務例規通達 各種例規通達綴

10 － 廃棄

監督に係る事項 監督業務通達 通達関係 各種通達綴 監督 監督業務通達 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

監督業務報告 各種報告関係 各種報告関係 監督 監督業務報告 各種報告関係

3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 監督 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

監督業務会議 各種会議関係 各種会議綴 監督 監督業務会議 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

監督業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 監督 監督業務復命書 各種復命書綴

5又は3 11,12 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務



13 職員の人事に関する事項 職員の出張（労働基準） 旅行命令関係 旅行命令簿 監督
職員の出張（労働基準）

旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命関係 出張復命書 出張復命書
5 13 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 監督 監督業務
労働基準監督官必携関係綴

5 － 廃棄
関係行政機関との相互通報制度関係 関係行政機関との相互通報制度関係綴

関係行政機関との相互通報制度関係綴

3 － 廃棄

監督機関の権限行使関係 監督機関の権限行使関係綴
監督機関の権限行使関係綴

3 － 廃棄

集団陳情等処理関係 集団陳情等処理簿 集団陳情等処理簿

1 － 廃棄

県人事委員会等関係 県人事委員会等関係綴
県人事委員会等関係綴

3 － 廃棄

司法研修関係 司法研修関係綴 司法研修関係綴

3 － 廃棄

各種監督関係 各種監督関係綴 各種監督関係綴

3 － 廃棄

12
法人の権利義務の得喪及びその経緯

監督業務 中小企業労働時間適正化促進助成金関係 中小企業労働時間適正化促進助成金関係綴
中小企業労働時間適正化促進助成金関係綴

5 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 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

行政不服審査請求関係 行政不服審査請求綴 監督 司法 行政不服審査請求綴

10 11（5）,12（5） 廃棄

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

訴訟事件（行政事件・国賠事件）関係 訴訟事件（行政事件・国賠事件）関係綴 監督 訴訟事件（監） 訴訟事件（行政事件・国賠事件）関係綴

訴訟終結後10年 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

社労士団体の設立及び会則等認可綴 監督 社会保険労務士 社労士団体の設立及び会則等認可綴

許可等の効力消滅後5年 12（2） 移管

社会保険労務士 社労士団体及び社労士事務所への監督関係 社労士団体及び社労士事務所への監督等綴
社労士団体及び社労士事務所への監督等綴

5 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

公益法人許可、認可関係綴 監督 公益法人認可 公益法人許可、認可関係綴

許可等の効力消滅後5年 12（2） 移管

公益法人検査関係綴 公益法人検査関係綴

5 12（2） 廃棄

事業計画書、事業報告書等
事業計画書、事業報告書等

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 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

賃金に係る事項 賃金業務例規通達 例規通達関係 各種例規通達綴 賃金 賃金業務例規通達 各種例規通達綴
10 － 廃棄

賃金に係る事項 賃金業務通達 通達関係 各種通達綴 賃金 賃金業務通達 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

賃金業務報告 各種報告関係 各種報告関係 賃金 賃金業務報告 各種報告関係

3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 賃金 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

賃金業務会議 各種会議関係 各種会議綴 賃金 賃金業務会議 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

賃金業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 賃金 賃金業務復命書 各種復命書綴
5又は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

賃金業務個別事案 個別事案（　／　分冊） 個別事案（　／　分冊） 賃金 賃金業務個別事案 個別事案（　／　分冊）
1 11,12 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張（労働基準） 旅行命令関係 旅行命令簿 賃金 職員の出張（労働基
準）

旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命関係 出張復命書 賃金 出張復命書
5 13 廃棄

職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間 賃金 職員の勤務時間
　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

　勤務時間報告書 　勤務時間報告書
5 13 廃棄

　週休日の振替等命令簿 　週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

休暇関係 休暇簿 賃金

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

　病気、特別休暇 　病気、特別休暇
5 13 廃棄

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 　超過勤務等命令簿 賃金 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

職員の服務 公用外出関係 公用外出簿 賃金 公用外出簿
3 13 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 文書関係諸規定 賃金 文書台帳（労働基準） 文書関係諸規定
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳簿 部収受文書台帳 部収受文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳 部発議文書台帳
30 22 廃棄

令和２年度　沖縄労働局労働基準部賃金室　標準文書保存期間基準（保存期間
表)

勤務時間

休暇簿



公印印刷文書関係 公印印刷文書関係綴 公印印刷文書関係綴
3 22 廃棄

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 行政文書ファイル管理簿
常用 22 未定

15 予算及び決算に関する事項 賃金統計相談員 各種相談員等任免関係 各種相談員等任免関係綴 賃金 賃金統計相談員 各種相談員等任免関係綴
3 15 廃棄

23 統計調査に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金関係 最低賃金関係綴 賃金 最低賃金・平均賃金 最低賃金関係綴
5 23 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関係 最低賃金に関する情報資料綴 最低賃金に関する情報資料綴
5 － 廃棄

23 統計調査に関する事項 最低賃金・平均賃金 最低賃金基礎調査関係 最低賃金基礎調査関係綴 最低賃金基礎調査関係綴
10 23 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 最低賃金の減額の特例許可関係綴 効力消滅
後5年

12（2） 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金・平均賃金 平均賃金決定関係 平均賃金決定関係綴 平均賃金決定関係綴
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 委員委嘱関係 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

審議会等文書 最低賃金関係綴 最低賃金関係綴
10 21（2） 移管

審議会関係 審議会関係
10 21（2） 移管

議事録 議事録
10 21（2） 移管

諮問・答申・公示文関係綴 諮問・答申・公示文関係綴
10 21（2） 移管

地方最低賃金審議会関係 地方最低賃金審議会関係
10 21（2） 移管

統計調査に関する事項 賃金調査 賃金構造基本統計調査関係 賃金構造基本統計調査関係綴 賃金調査 賃金構造基本統計調査関係綴
5 23 廃棄

賃金に関する事項 賃金に関する相談 賃金相談業務実施状況報告関係 賃金相談業務実施状況報告綴 賃金 賃金に関する相談 賃金相談業務実施状況報告綴
5 － 廃棄

賃金相談関係 賃金相談関係綴 賃金相談関係綴
1 － 廃棄

賃金相談票関係 賃金相談票綴 賃金相談票綴
3 － 廃棄

賃金に関する事項 賃金制度報告 賃金制度改善事例報告関係 賃金制度改善事例報告綴 賃金 賃金制度報告 賃金制度改善事例報告綴
3 － 廃棄

その他賃金・退職金制度関係 その他賃金・退職金制度関係綴 その他賃金・退職金制度関係綴
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 審議会等文書 最低工賃関係綴 賃金 家内労働 最低工賃関係綴
10 21（2） 移管

諮問・答申・公示文関係綴 諮問・答申・公示文関係綴
10 21（2） 移管

賃金に関する事項 家内労働 家内労働調査関係 家内労働調査関係綴 家内労働調査関係綴
3 － 廃棄

家内労働に関する情報資料関係 家内労働に関する情報資料綴 家内労働に関する情報資料綴
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 地方労働審議会家内労働部会関係綴
10 21（2） 移管



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 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

安全衛生に係る事項 安全衛生業務例規通達 例規通達関係 各種例規通達綴 安全衛生 安全衛生業務例規通達 各種例規通達綴
10 － 廃棄

安全衛生に係る事項 安全衛生業務通達 通達関係 各種通達綴 安全衛生 安全衛生業務通達 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

安全衛生業務報告 各種報告関係 各種報告関係 安全衛生 安全衛生業務報告 各種報告関係

3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 安全衛生 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

安全衛生業務会議 各種会議関係 各種会議綴 安全衛生 安全衛生業務会議 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

安全衛生業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 安全衛生 安全衛生業務復命書 各種復命書綴
5又は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

安全衛生業務個別事案 個別事案 個別事案 安全衛生 安全衛生業務個別事案 個別事案
1 11,12 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張（労働基準） 旅行命令関係 旅行命令簿 安全衛生 職員の出張（労働基準） 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命関係 出張復命書 安全衛生 出張復命書
5 13 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 安全衛生 職員の勤務時間 出勤簿
5 13 廃棄

勤務時間報告書 勤務時間報告書
5 13 廃棄

勤務時間等実施状況報告書 勤務時間等実施状況報告書
5 13 廃棄

勤務時間の申告・割振り簿 勤務時間の申告・割振り簿
5 13 廃棄

週休日の振替等命令簿 週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

休暇関係関係 休暇簿 休暇簿
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 超過勤務等命令簿 超過勤務等命令簿
5年3月 13 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 文書関係諸規定 安全衛生 文書台帳 文書関係諸規定
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳簿 部収受文書台帳 部収受文書台帳
5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳 部発議文書台帳
30 22 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

安全週間表彰事業場名簿 安全 労働安全 安全週間表彰事業場名簿
10 20 廃棄

安全に関する事項 労働安全 安全週間関係 安全週間関係綴 安全週間関係綴
5 － 廃棄

月報第１表局署・業種・災害程度・規模別
災害者数データリスト

月報第１表局署・業種・災害程度・規模別
災害者数データリスト綴

月報第１表局署・業種・災害程度・
規模別災害者数データリスト綴 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

労働安全検査・試験 各種技能者免許台帳・免許システム関係 各種技能者免許台帳・免許システム 安全 労働安全検査・試験 各種技能者免許台帳・免許システム
30又は常

用
11,12 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 使用検査台帳関係 使用検査台帳 使用検査台帳 30又は常
用

12 未定

溶接検査台帳関係 溶接検査台帳 溶接検査台帳 30又は常
用

12 未定

登録（旧指定）教習機関指定名簿 登録（旧指定）教習機関指定名簿 登録（旧指定）教習機関指定名簿 30又は常
用

12 未定

令和２年度沖縄労働局労働基準部健康安全課　標準文書保存期間基準（保存期間表)



登録（旧指定）教習機関関係 登録（旧指定）教習機関関係綴 登録（旧指定）教習機関関係綴
5 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

労働安全検査・試験 免許試験関係 免許試験綴 免許試験綴
5 11,12 廃棄

各種免許証交付、再交付、書替え関係 各種免許証交付、再交付、書替え関係綴 各種免許証交付、再交付、書替え関
係綴 5 11,12 廃棄

13 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働安全検査・試験 特定機械等の検査関係 特定機械等の検査関係綴 特定機械等の検査関係綴
5 12 廃棄

欠陥機械関係 欠陥機械関係綴 欠陥機械関係綴
10 12 廃棄

検査業者名簿 検査業者名簿 検査業者名簿 30又は常
用

12 未定

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

検査業者登録等申請綴 検査業者登録等申請綴 許認可等
の効力消
滅後5年

12（2） 廃棄

労働安全検査・試験 検査業者業務規程報告関係 検査業者業務規程報告綴 検査業者業務規程報告綴
10 12 廃棄

検査（代行）機関等検査関係 検査（代行）機関等検査関係綴 検査（代行）機関等検査関係綴
5 12 廃棄

手数料収入印紙貼用実績報告関係 手数料収入印紙貼用実績報告綴 手数料収入印紙貼用実績報告綴
5 12 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 労働安全検査・試験 手数料収納関係 手数料収納簿 手数料収納簿
5 15 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 製造許可台帳関係 製造許可台帳 安全 労働安全施設・設備 製造許可台帳 30又は常
用

12（2） 未定

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

製造許可関係綴 製造許可関係綴
5 12（2） 廃棄

労働安全施設・設備 建設工事、土石採取計画届関係 建設工事、土石採取計画届綴 建設工事、土石採取計画届綴
5 12 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） 死亡災害関係 死亡災害綴 安全 労働災害（労働安全） 死亡災害綴
5 12 廃棄

重大災害調査報告書関係 重大災害調査報告書 重大災害調査報告書
5 12 廃棄

重要災害統計関係 重要災害統計綴 重要災害統計綴
5 12 廃棄

無災害記録関係 無災害記録関係綴 無災害記録関係綴
5 12 廃棄

特別安全管理等指導関係 特別安全管理等指導関係綴 特別安全管理等指導関係綴
5 12 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 労働衛生相談員 各種相談員等任免関係 各種相談員等任免関係綴 労働衛生（健康） 労働衛生相談員 各種相談員等任免関係綴
3 15 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

衛生週間表彰事業場名簿 衛生週間表彰事業場名簿
10 20 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 地域産業保健センター事業委託関係 地域産業保健センター事業委託関係綴 地域産業保健センター事業委託関係
綴 5 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

労働衛生管理 衛生管理者無試験免許証交付関係 衛生管理者無試験免許証交付簿 衛生管理者無試験免許証交付簿
5 11,12 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 衛生管理特別指導事業場関係 衛生管理特別指導事業場関係綴（石綿関連
文書を除く）

衛生管理特別指導事業場関係綴（石
綿関連文書を除く） 5 12 廃棄

衛生管理特別指導事業場関係 衛生管理特別指導事業場関係綴（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） 常用 12 未定

労働衛生関係 労働衛生関係綴（石綿関連文書を除く） 労働衛生関係綴（石綿関連文書を除
く） 3 12 廃棄

許認可等に関する重要な経緯 石綿等製造、輸入、使用許可申請書関係 石綿等製造、輸入、使用許可申請書 石綿等製造、輸入、使用許可申請書
常用 12（2） 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 免許台帳 免許台帳 労働衛生（健康） 労働衛生免許 免許台帳 30又は常
用

12（2） 廃棄

免許証交付、再交付、書替え関係 免許証交付、再交付、書替え関係綴 免許証交付、再交付、書替え関係綴
5 12（2） 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 健康管理手帳交付、書換・再交付申請書関
係

健康管理手帳交付、書換・再交付申請書綴
（石綿関連文書を除く）

労働衛生（健康） 労働者健康管理 健康管理手帳交付、書換・再交付申
請書綴（石綿関連文書を除く）

効力消滅
後5年

11 廃棄

健康管理手帳交付、書換・再交付申請書関
係

健康管理手帳交付、書換・再交付申請書綴
（石綿関連文書）

健康管理手帳交付、書換・再交付申
請書綴（石綿関連文書） 常用 11 未定

健康管理手帳交付台帳 健康管理手帳交付台帳（石綿関連文書を除
く）

健康管理手帳交付台帳（石綿関連文
書を除く）

30又は常
用

11 廃棄

健康管理手帳交付台帳 健康管理手帳交付台帳（石綿関連文書） 健康管理手帳交付台帳（石綿関連文
書） 常用 11 未定



じん肺管理区分決定関係 じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文書
を除く）

じん肺管理区分決定関係綴（石綿関
連文書を除く）

30又は常
用

11 廃棄

じん肺管理区分決定関係 じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文
書）

じん肺管理区分決定関係綴（石綿関
連文書） 常用 11 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

労働者健康管理 じん肺配置転換関係 じん肺配置転換関係綴 じん肺配置転換関係綴
効力消滅
後5年

11,12 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 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 じん肺健康管理実施状況報告綴
3 12 廃棄

作業環境測定機関登録証交付関係 作業環境測定機関登録証交付等 作業環境測定機関登録証交付等
5 12 廃棄

補助金等の交付に関する重要な経緯 受動喫煙防止対策助成金関係 受動喫煙防止対策助成金関係綴 受動喫煙防止対策助成金関係綴
5 12（4） 廃棄

労働者健康管理 職業性疾病関係報告調査関係 職業性疾病関係報告調査綴 職業性疾病関係報告調査綴
5 12 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） 死亡災害関係 死亡災害綴 労働衛生（健康） 労働災害（労働衛生） 死亡災害綴
10 12 廃棄

重大災害関係 重大災害関係綴 重大災害関係綴
10 12 廃棄

安全衛生優良企業公表制度 安全衛生優良企業公表制度関係 安全衛生優良企業公表制度認定関係 労働衛生（健康） 安全衛生優良企業公表制
度

安全衛生優良企業公表制度認定関係
3 12 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 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 職員の服務 国家公務員倫理法関係関係 講演等関係綴 労災補償 職員の服務 講演等関係綴
5 13 廃棄

公用外出関係関係 公用外出簿 公用外出簿
3 13 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 13 廃棄

勤務時間報告書 勤務時間報告書
5 13 廃棄

勤務時間等実施状況報告書 勤務時間等実施状況報告書
5 13 廃棄

勤務時間の申告・割振り簿 勤務時間の申告・割振り簿
5 13 廃棄

週休日の振替等命令簿 週休日の振替等命令簿
5 13 廃棄

休暇関係関係 休暇簿 休暇簿
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 超過勤務等命令簿 超過勤務等命令簿
5年3月 13 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 労災補償 職員の研修 地方研修関係綴

5 13(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

契約関係綴 労災補償 予算執行 契約関係綴

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

予算配賦申請書綴 労災補償 予算・決算 予算配賦申請書綴

5 15（2） 廃棄

本省からの予算配賦書綴 本省からの予算配賦書綴
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

許認可等に関する重要な経緯 情報公開法関係 開示請求・決定綴 労災補償 情報公開 開示請求・決定綴
許可等の
効力消滅
後5年

11,12 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

許認可等に関する重要な経緯 開示請求・決定書関係 開示請求・決定綴 労災補償 行政機関個人情報保護 開示請求・決定綴
許可等の
効力消滅
後5年

11 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 労災補償 広報 記者発表資料
1 - 廃棄

取材対応記録関係 取材対応記録 取材対応記録
1 - 廃棄

広報依頼関係 広報依頼 広報依頼
1 - 廃棄

労災補償に係る事項 労災補償業務通達 通達関係 各種通達綴 労災補償 労災補償業務通達 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

労災補償業務報告 各種報告関係 各種報告関係 労災補償 労災補償業務報告 各種報告関係

3 11,12 廃棄

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 労災補償 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

労災補償業務会議 各種会議関係 各種会議綴 労災補償 労災補償業務会議 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

労災補償業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 労災補償 労災補償業務復命書 各種復命書綴
5又は3 11,12 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張（労働基準） 旅行命令関係 旅行命令簿 労災補償 職員の出張（労働基準） 旅行命令簿
5 13 廃棄

令和２年度 沖縄労働局労働基準部労災補償課における行政文書保存期間基準



出張復命関係 出張復命書 出張計画書兼復命書
5 13 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 文書関係諸規定 労災補償 文書台帳（労働基準） 文書関係諸規定
30 22 廃棄

行政文書の管理状況を記録する文書 行政文書管理綴 行政文書管理綴
5 22 廃棄

13 職員の人事に関する事項 労災保険相談員 各種相談員等任免関係 各種相談員等任免関係綴 労災補償 労災保険相談員 各種相談員等任免関係綴
3 13 廃棄

各種委員等任免関係 各種委員等任免関係綴 各種委員等任免関係綴
3 13 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険事業 労災保険事業月報及び年報関係 労災保険事業月報及び年報綴 労災補償 労災保険事業 労災保険事業月報及び年報綴
10 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 労災保険事業 債権管理計算書関係 債権管理計算書関係資料 　 債権管理計算書関係資料
5 15 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

社会復帰促進等事業 労災療養援護金申請関係 労災療養援護金申請関係綴 労災補償 社会復帰促進等事業 労災療養援護金申請関係綴

3 11 廃棄

労災はり・きゅう特別援護措置申請関係 労災はり・きゅう特別援護措置申請関係綴 労災はり・きゅう特別援護措置申請
関係綴

3 11 廃棄

外科後処置申請関係 外科後処置申請関係綴 外科後処置申請関係綴

3 11 廃棄

義肢等支給（修理）申請関係 義肢等支給（修理）申請関係綴 義肢等支給（修理）申請関係綴

3 11 廃棄

頭頚部外傷症候群等に対する職能回復援護
申請関係

頭頚部外傷症候群等に対する職能回復援護
申請関係綴

頭頚部外傷症候群等に対する職能回
復援護申請関係綴

3 11 廃棄

長期療養者職業復帰援護金支給申請関係 長期療養者職業復帰援護金支給申請関係綴 長期療養者職業復帰援護金支給申請
関係綴

3 11 廃棄

健康管理手帳住所変更届関係 健康管理手帳住所変更届綴 健康管理手帳住所変更届綴
3 11 廃棄

健康管理手帳更新・再交付関係 健康管理手帳更新・再交付関係綴 健康管理手帳更新・再交付関係綴
3 11 廃棄

健康管理手帳交付報告関係 健康管理手帳交付報告綴 健康管理手帳交付報告綴
3 11 廃棄

労災はり・きゅう特別援護措置関係 労災はり・きゅう特別援護措置原簿綴 労災はり・きゅう特別援護措置原簿
綴

3 11 廃棄

振動障害者雇用援護金支給申請関係 振動障害者雇用援護金支給申請関係綴 振動障害者雇用援護金支給申請関係
綴

3 11 廃棄

振動障害者雇用援護金支給整理台帳 振動障害者雇用援護金支給整理台帳 振動障害者雇用援護金支給整理台帳
3 11 廃棄

振動障害者社会復帰援護金支給申請関係 振動障害者社会復帰援護金支給申請関係綴 振動障害者社会復帰援護金支給申請
関係綴

3 11 廃棄

振動障害者社会復帰援護金支給整理簿 振動障害者社会復帰援護金支給整理簿 振動障害者社会復帰援護金支給整理
簿 3 11 廃棄

社会復帰対策関係 社会復帰対策関係綴 社会復帰対策関係綴
3 11 廃棄

職能回復援護台帳 職能回復援護台帳 職能回復援護台帳
3 11 廃棄

振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金支
給申請関係

振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金支
給申請関係綴

振動障害者職業復帰促進事業特別奨
励金支給申請関係綴 3 11 廃棄



振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金処
理簿

振動障害者職業復帰促進事業特別奨励金処
理簿

振動障害者職業復帰促進事業特別奨
励金処理簿 3 11 廃棄

労働福祉事業（社会復帰促進等事業）原票
関係

労働福祉事業（社会復帰促進等事業）原票 労働福祉事業（社会復帰促進等事
業）原票 3 11 廃棄

労働福祉事業（社会復帰促進等事業）とし
てのアフターケア健康管理手帳交付簿

労働福祉事業（社会復帰促進等事業）とし
てのアフターケア健康管理手帳交付簿

労働福祉事業（社会復帰促進等事
業）としてのアフターケア健康管理
手帳交付簿

3 11 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 労災保険審査参与関係綴 労災補償 労災保険審査請求 労災保険審査参与関係綴
3 － 廃棄

審査参与推薦指名関係 審査参与推薦指名関係綴 審査参与推薦指名関係綴
3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

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（決定書綴を除く）関係 労災保険審査請求（決定書綴を除く）関係
綴（石綿関連文書を除く）

労災保険審査請求（決定書綴を除
く）関係綴（石綿関連文書を除く） 10 11（5） 原則廃棄

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

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（決定書綴を除く）関係 労災保険審査請求（決定書綴を除く）関係
綴（石綿関連文書）

労災保険審査請求（決定書綴を除
く）関係綴（石綿関連文書） 常用 11（5）、12（5） 未定

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

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

裁決書又は決定書 決定書綴 決定書綴
10 11（5） 原則廃棄

審査請求処理経過簿 審査請求処理経過簿 審査請求処理経過簿
10 11（5） 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険審査請求 審査請求文書受付・送付簿 審査請求文書受付・送付簿 審査請求文書受付・送付簿
1 － 廃棄

労災補償に関する事項 訴訟事件（労災補償） 保険料関係審査（訴願）処理簿 保険料関係審査（訴願）処理簿 労災補償 訴訟事件（労災補償） 保険料関係審査（訴願）処理簿
3 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

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 行政事件訴訟記録簿
5 11（6） 原則廃棄

行政事件訴訟関係 行政事件訴訟関係綴（判決文を除く）（石
綿関連文書）

行政事件訴訟関係綴（判決文を除
く）（石綿関連文書） 常用 11（6） 未定

判決書又は和解調書 判決文(副本) 判決文(副本) 訴訟終結
後10年

11（6） 原則廃棄

11，
12，
15

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，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

債権管理票 労災補償 保険給付債権管理 債権管理票

5 11,12,15（2） 廃棄

債権管理簿（求償差し控え該当事案） 債権管理簿（求償差し控え該当事
案） 5 11,12,15（2） 廃棄

費用徴収関係綴 費用徴収関係綴

5 11,12,15（2） 廃棄

債権管理補助簿 債権管理補助簿
5 11,12,15（2） 廃棄

11，
12，
15

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，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

保険給付債権管理 不納欠損整理簿 不納欠損整理簿 不納欠損整理簿

3 11,12,15 廃棄

11，
12，
15

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，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

処理経過簿 不納欠損決議書関係 不納欠損決議書綴 労災補償 処理経過簿 不納欠損決議書綴

3 11,12,15 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

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

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の処理経過
簿

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の処
理経過簿 1 11 廃棄

精神障害等の処理経過簿 精神障害等の処理経過簿 精神障害等の処理経過簿
1 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
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

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

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 11 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（労災診療費） レセプト関係 レセプト 労災補償 短期給付リスト（労災診
療費）

レセプト
5 11 廃棄

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 保険関係の成立直後請求チェックリ
スト

1 11 廃棄

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 療養なし休業請求書等チェックリス
ト 1 11 廃棄

レセプト支払後修正結果リスト関係 レセプト支払後修正結果リスト レセプト支払後修正結果リスト
1 11 廃棄

一括振込先機関確認リスト関係 一括振込先機関確認リスト 一括振込先機関確認リスト
1 11 廃棄

債権確認書入力リスト関係 債権確認書入力リスト 債権確認書入力リスト
5 11 廃棄

診療費受付日報関係 診療費受付日報 診療費受付日報
1 11 廃棄



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 被災者別未処理事案リスト
1 11 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（労災保険適正給付管
理）

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 短期給付リスト（労災保
険適正給付管理）

治ゆ・死亡年月日未登記リスト
1 11 廃棄

適正給付管理カード関係 適正給付管理カード 適正給付管理カード
5 11 廃棄

適正給付管理名簿 適正給付管理名簿 適正給付管理名簿
1 11 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

短期給付リスト（指定薬局、労働保険番
号）

指定医療機関名簿 指定医療機関名簿 労災補償 短期給付リスト（指定薬
局、労働保険番号）

指定医療機関名簿
1 12 廃棄

労働保険加入台帳更新結果確認リスト関係 労働保険加入台帳更新結果確認リスト 労働保険加入台帳更新結果確認リス
ト 1 12 廃棄

指定薬局・指名機関登録（変更）出力票関
係

指定薬局・指名機関登録（変更）出力票 指定薬局・指名機関登録（変更）出
力票 1 12 廃棄

指定・指名機関台帳振込金融機関廃止等リ
スト関係

指定・指名機関台帳振込金融機関廃止等リ
スト

指定・指名機関台帳振込金融機関廃
止等リスト 1 12 廃棄

12 法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） 指定薬局・指名機関一括番号振出一覧表 指定薬局・指名機関一括番号振出一覧表 労災補償 短期給付リスト（支払期
処理）

指定薬局・指名機関一括番号振出一
覧表 1 12 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 診療費審査確認書
5 11 廃棄

労働者災害補償保険診療費審査確認内訳書
関係

労働者災害補償保険診療費審査確認内訳書 労働者災害補償保険診療費審査確認
内訳書 1 11 廃棄

労働者災害補償保険診療費審査確認内訳書
（０円通知書）関係

労働者災害補償保険診療費審査確認内訳書
（０円通知書）

労働者災害補償保険診療費審査確認
内訳書（０円通知書） 1 11 廃棄

労働者災害補償保険診療費一括振込通知書
関係

労働者災害補償保険診療費一括振込通知書 労働者災害補償保険診療費一括振込
通知書 1 11 廃棄

診療費・薬剤費・訪問看護費用支払状況一
覧表

診療費・薬剤費・訪問看護費用支払状況一
覧表

診療費・薬剤費・訪問看護費用支払
状況一覧表 3 11 廃棄

未処理事案一覧表（診療費・薬剤費・訪問
看護費用）

未処理事案一覧表（診療費・薬剤費・訪問
看護費用）

未処理事案一覧表（診療費・薬剤
費・訪問看護費用） 1 11 廃棄

不支給処理リスト 不支給処理リスト 不支給処理リスト
1 11 廃棄

保留一覧表（局別） 保留一覧表（局別） 保留一覧表（局別）
1 11 廃棄

５号未登録レセプトチェックリスト関係 ５号未登録レセプトチェックリスト ５号未登録レセプトチェックリスト
1 11 廃棄

５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０
支払期以上）

５号未登録レセプト一覧表（経過期数１０
支払期以上）

５号未登録レセプト一覧表（経過期
数１０支払期以上） 1 11 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(指定医療機関) 診療費支出調書（国庫内移換用）関係 診療費支出調書（国庫内移換用） 労災補償 短期給付リスト(指定医
療機関)

診療費支出調書（国庫内移換用）
5 11 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

二次健康診断等給付リスト 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表 局別指定機関別支払件数・支払金額一覧表 労災補償 二次健康診断等給付リス
ト

局別指定機関別支払件数・支払金額
一覧表 1 12 廃棄

二次健康診断等費用支払状況一覧表 二次健康診断等費用支払状況一覧表 二次健康診断等費用支払状況一覧表
3 12 廃棄

未処理事案リスト（二次健診費用）関係 未処理事案リスト（二次健診費用） 未処理事案リスト（二次健診費用）
1 12 廃棄

労働者災害補償保険二次健康診断等費用審
査確認内訳書関係

労働者災害補償保険二次健康診断等費用審
査確認内訳書

労働者災害補償保険二次健康診断等
費用審査確認内訳書 1 12 廃棄

二次健康診断等費用審査確認書関係 二次健康診断等費用審査確認書 二次健康診断等費用審査確認書
5 12 廃棄

労働者災害補償保険二次健康診断等費用審
査確認内訳書（０円通知書）関係

労働者災害補償保険二次健康診断等費用審
査確認内訳書（０円通知書）

労働者災害補償保険二次健康診断等
費用審査確認内訳書（０円通知書） 1 12 廃棄

二次健康診断等費用支出調書（国庫内移換
用）関係

二次健康診断等費用支出調書（国庫内移換
用）

二次健康診断等費用支出調書（国庫
内移換用） 5 12 廃棄

未処理事案リスト（二次健診給付） 未処理事案リスト（二次健診給付） 未処理事案リスト（二次健診給付）
1 12 廃棄

二次健康診断等給付請求書未登録レセプト
チェックリスト関係

二次健康診断等給付請求書未登録レセプト
チェックリスト

二次健康診断等給付請求書未登録レ
セプトチェックリスト 1 12 廃棄

二次健康診断等帳票別受付日報関係 二次健康診断等帳票別受付日報 二次健康診断等帳票別受付日報
1 12 廃棄

局・健診給付病院等別支払件数・支払金額
一覧表

局・健診給付病院等別支払件数・支払金額
一覧表

局・健診給付病院等別支払件数・支
払金額一覧表 1 12 廃棄

二次健康診断等給付請求書処理結果一覧表 二次健康診断等給付請求書処理結果一覧表 二次健康診断等給付請求書処理結果
一覧表 1 12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労災年金給付リスト 年金支払明細表 年金支払明細表 労災補償 労災年金給付リスト 年金支払明細表
1 11 廃棄

11，
15

個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

労災年金給付リスト 債権管理票関係 債権管理票 債権管理票
1 11,15 廃棄



11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労災年金給付リスト 削除データチェックリスト関係 削除データチェックリスト 削除データチェックリスト
1 11 廃棄

局署別年金基本権件数・支払額リスト関係 局署別年金基本権件数・支払額リスト 局署別年金基本権件数・支払額リス
ト 1 11 廃棄

署別未処理事案合計件数表関係 署別未処理事案合計件数表 署別未処理事案合計件数表
1 11 廃棄

転帰者一覧表 転帰者一覧表 転帰者一覧表
1 11 廃棄

支払差止者リスト 支払差止者リスト 支払差止者リスト
1 11 廃棄

支払不備リスト 支払不備リスト 支払不備リスト
1 11 廃棄

被災者別未処理事案リスト 被災者別未処理事案リスト 被災者別未処理事案リスト
1 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

アフターケアリスト 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 労災補償 アフターケアリスト 厚年情報照合リスト
1 11 廃棄

処理結果リスト関係 処理結果リスト関係 処理結果リスト関係
1 11 廃棄

健康管理手帳有効期限切れ対象者リスト 健康管理手帳有効期限切れ対象者リスト 健康管理手帳有効期限切れ対象者リ
スト 1 11 廃棄

健康管理手帳返納未確認者一覧 健康管理手帳返納未確認者一覧 健康管理手帳返納未確認者一覧
1 11 廃棄

健康管理手帳交付決議前未処理対象者リス
ト

健康管理手帳交付決議前未処理対象者リス
ト

健康管理手帳交付決議前未処理対象
者リスト 1 11 廃棄

健康管理手帳新規・更新・取消対象者リス
ト

健康管理手帳新規・更新・取消対象者リス
ト

健康管理手帳新規・更新・取消対象
者リスト 1 11 廃棄

健康管理手帳未更新対象者リスト 健康管理手帳未更新対象者リスト 健康管理手帳未更新対象者リスト
1 11 廃棄

アフターケア委託費チェックリスト アフターケア委託費チェックリスト アフターケア委託費チェックリスト
1 11 廃棄

手帳修正結果リスト（委託費） 手帳修正結果リスト（委託費） 手帳修正結果リスト（委託費）
1 11 廃棄

手帳修正結果リスト（通院費） 手帳修正結果リスト（通院費） 手帳修正結果リスト（通院費）
1 11 廃棄

委託費修正結果リスト（通院費） 委託費修正結果リスト（通院費） 委託費修正結果リスト（通院費）
1 11 廃棄

アフターケア委託費審査確認書 アフターケア委託費審査確認書 アフターケア委託費審査確認書
5 11 廃棄

アフターケア委託費審査確認内訳書関係 アフターケア委託費審査確認内訳書 アフターケア委託費審査確認内訳書
1 11 廃棄

アフターケア委託費審査確認内訳書（０円
通知書）関係

アフターケア委託費審査確認内訳書（０円
通知書）

アフターケア委託費審査確認内訳書
（０円通知書） 1 11 廃棄

アフターケア委託費支出調書（国庫内移換
用）関係

アフターケア委託費支出調書（国庫内移換
用）

アフターケア委託費支出調書（国庫
内移換用） 5 11 廃棄

アフターケア委託費支払状況一覧表 アフターケア委託費支払状況一覧表 アフターケア委託費支払状況一覧表
3 11 廃棄

未処理事案一覧表（アフターケア委託費） 未処理事案一覧表（アフターケア委託費） 未処理事案一覧表（アフターケア委
託費） 1 11 廃棄

アフターケア治ゆ年月日等修正リスト アフターケア治ゆ年月日等修正リスト アフターケア治ゆ年月日等修正リス
ト 1 11 廃棄

アフターケア委託費相殺状況リスト アフターケア委託費相殺状況リスト アフターケア委託費相殺状況リスト
5 11 廃棄

アフターケア委託費債権確認リスト アフターケア委託費債権確認リスト アフターケア委託費債権確認リスト
5 11 廃棄

アフターケア委託費債権未確認関係 アフターケア委託費債権未確認 アフターケア委託費債権未確認
5 11 廃棄

保留解除対象者リスト 保留解除対象者リスト 保留解除対象者リスト
1 11 廃棄

通院費支払状況リスト 通院費支払状況リスト 通院費支払状況リスト
1 11 廃棄

月報関係 月報 月報
1 11 廃棄

年報関係 年報 年報
1 11 廃棄

アフターケア実施状況リスト アフターケア実施状況リスト アフターケア実施状況リスト
1 11 廃棄

アフターケア支払箇所別給付額合計表（月
次）（年次）

アフターケア支払箇所別給付額合計表（月
次）
（年次）

アフターケア支払箇所別給付額合計
表（月次）
（年次）

1 11 廃棄



11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労災給付統計リスト アフターケア受付件数一覧表（月次）
（年次）

アフターケア受付件数一覧表（月次）
（年次）

労災補償 労災給付統計リスト アフターケア受付件数一覧表（月
次）
（年次）

1 11 廃棄

給付種類別データリスト合計表 給付種類別データリスト合計表 給付種類別データリスト合計表
1 11 廃棄

給付データリスト関係 給付データリスト 給付データリスト
1 11 廃棄

第１表補償給付支払状況平均支払額（月
次）関係

第１表補償給付支払状況平均支払額（月
次）

第１表補償給付支払状況平均支払額
（月次） 1 11 廃棄

第１表補償給付支払状況平均支払額（決
算）関係

第１表補償給付支払状況平均支払額（決
算）

第１表補償給付支払状況平均支払額
（決算） 5 11 廃棄

第２表特殊適用別補償給付支払状況関係 第２表特殊適用別補償給付支払状況 第２表特殊適用別補償給付支払状況
1 11 廃棄

年金支払状況（月次）関係 年金支払状況（月次） 年金支払状況（月次）
1 11 廃棄

年金支払状況（決算）関係 年金支払状況（決算） 年金支払状況（決算）
5 11 廃棄

11 個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） 特別支給金支払状況表関係 特別支給金支払状況表 労災補償 労災指定医療機関等（リ
ストを除く）

特別支給金支払状況表
5 11 廃棄

12 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） 労災指定医療機関台帳 労災指定医療機関台帳 労災指定医療機関台帳
常用 12 未定

労災保険指定医療機関承諾書類関係 労災保険指定医療機関承諾書類綴 労災保険指定医療機関承諾書類綴
3 12 廃棄

労災補償に関する事項 労災指定医療機関等（リストを除く） 労災協力医関係 労災協力医関係綴 労災協力医関係綴
1 － 廃棄

労災診療協議会等関係 労災診療協議会等関係綴 労災診療協議会等関係綴
1 － 廃棄

12 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） 労災はり・きゅう特別援護措置実施施術所
関係

労災はり・きゅう特別援護措置実施施術所
関係綴

労災はり・きゅう特別援護措置実施
施術所関係綴 3 12 廃棄

労災保険指定医療機関一覧表 労災保険指定医療機関一覧表 労災保険指定医療機関一覧表
1 12 廃棄

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 労災保険指定訪問看護事業者申請書
綴 3 12 廃棄

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 労災保険指定薬局指定関係綴
3 12 廃棄

労災保険指名はり、きゅう及びﾏｯｻｰｼﾞ施術
所指名申請書関係

労災保険指名はり、きゅう及びﾏｯｻｰｼﾞ施術
所指名申請書綴

労災保険指名はり、きゅう及びﾏｯｻｰ
ｼﾞ施術所指名申請書綴 3 12 廃棄

柔道整復師指名申請書関係 柔道整復師指名申請書綴 柔道整復師指名申請書綴
3 12 廃棄

義肢採型指導医指定関係 義肢採型指導医指定関係綴 義肢採型指導医指定関係綴
3 12 廃棄

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 労災保険指定医療機関申請書綴
3 12 廃棄

労災保険指定医療機関変更報告関係 労災保険指定医療機関変更報告書綴 労災保険指定医療機関変更報告書綴
3 12 廃棄

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 労災保険指定医療機関廃止綴
3 12 廃棄

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 労災保険指定薬局変更報告書綴
3 12 廃棄

労災保険指名柔道整復師変更報告書関係 労災保険指名柔道整復師変更報告書綴 労災保険指名柔道整復師変更報告書
綴 3 12 廃棄

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 労災保険指名柔道整復師廃止綴
3 12 廃棄

労災保険指名はり・きゅう・マッサージ施
術所変更報告書関係

労災保険指名はり・きゅう・マッサージ施
術所変更報告書綴

労災保険指名はり・きゅう・マッ
サージ施術所変更報告書綴 3 12 廃棄

労災保険指名はり・きゅう・マッサージ施
術所廃止関係

労災保険指名はり・きゅう・マッサージ施
術所廃止綴

労災保険指名はり・きゅう・マッ
サージ施術所廃止綴 3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

各種報告（労災関係） 地方厚生（支）局及び都府県事務所から提
供された指導結果等情報関係

地方厚生（支）局及び都府県事務所から提
供された指導結果等情報関係綴

労災補償 各種報告（労災関係） 地方厚生（支）局及び都府県事務所
から提供された指導結果等情報関係
綴

3 12 廃棄

労災補償に関する事項 各種報告（労災関係） 地方労災医員協議実施報告書関係 地方労災医員協議実施報告書綴 地方労災医員協議実施報告書綴
3 － 廃棄

労災補償関係各種報告関係 労災補償関係各種報告綴（補504を除く） 労災補償関係各種報告綴（補504を除
く） 3 － 廃棄

文書報告書 様式（１） 文書報告書 様式（１） 文書報告書 様式（１）
3 － 廃棄

文書報告書 様式（２） 文書報告書 様式（２） 文書報告書 様式（２）
3 － 廃棄

文書報告書 様式（３） 文書報告書 様式（３） 文書報告書 様式（３）
3 － 廃棄



労災補償に関する事項 第三者行為災害 各種報告関係 各種報告綴 労災補償 第三者行為災害 各種報告綴
1 － 廃棄

11，
12，
15

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，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

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

第三者行為災害に依る債権確認決定
（変更）決議書綴 5 11,12,15 廃棄

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）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）

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） 5 11,12,15 廃棄

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

第三者行為災害 第三者行為災害関係 第三者行為災害関係綴 第三者行為災害関係綴
3 11,12 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

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 5 - 廃棄

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

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

特定個人情報等の適切な取扱に関する
チェックリスト

特定個人情報等の適切な取扱に関する
チェックリスト

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
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

公共職業安定所長会議 各種会議関係 各種会議綴 職業安定 公共職業安定所長会議 公共職業安定所長会議綴

3 11,12 廃棄

10 地方公共団体に対して示す基準
の設定及びその経緯

基準の設定に関する立案の検討その他
の重要な経緯

雇用施策実施方針関係関係 雇用施策実施方針関係 職業安定 雇用施策実施方針関係 雇用施策実施方針関係
10 10 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張（職業安定） 旅行命令関係 旅行命令簿 職業安定 職員の出張（職業安
定）

旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命書関係 出張復命書 旅行復命書 旅行復命書
5 13 廃棄

職員の勤務時間 勤務時間関係 勤務時間 職員の勤務時間 勤務時間関係（出勤簿）
5 13 廃棄

超過勤務関係 超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

職業安定に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報･年報（都道府県）関係 業務月報･年報（都道府県） 職業安定 統計調査（職業安定） 業務月報･年報（都道府県）
10 - 廃棄

システム業務月報・年報（1）様式 システム業務月報・年報①様式1.9.12
（都道府県分）

システム業務月報・年報①様式
1.9.12（都道府県分） 30 - 廃棄

システム業務月報・年報（3）様式 システム業務月報・年報②様式2～
8.10.15.16.17.21（都道府県分）

システム業務月報・年報②様式2～
8.10.15.16.17.21（都道府県分） 5 - 廃棄

定例業務報告原票・集計表　（都道府県
分･安定所分）関係

定例業務報告原票・集計表　（都道府県
分･安定所分）

定例業務報告原票・集計表　（都
道府県分･安定所分） 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

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 職業安定 ハローワークシステム ハローワークシステム関係綴
10 11,12 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 職業安定 一般職業紹介 一般職業紹介関係書類
3 11 廃棄

大量雇用変動関係 大量雇用変動関係書類 大量雇用変動関係書類
5 11 廃棄

再就職援助計画関係 再就職援助計画関係書類 再就職援助計画関係書類
5 11 廃棄

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

若年者雇用 学卒業務関係 学卒業務関係 職業安定 若年者雇用 学卒業務関係
3 11,12 廃棄

学卒報告関係 学卒報告関係 学卒報告関係
3 11,12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

若年者雇用 若者雇用促進法報告関係 若者雇用促進法報告関係 若者雇用促進法報告関係
5 12 廃棄

若者雇用促進法業務関係 若者雇用促進法業務関係 若者雇用促進法業務関係
5 12 廃棄

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 若年者地域連携事業委託関係書類
5 12 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（三年以内既
卒者等ス）関係

特定求職者雇用開発助成金（三年以内既
卒者等ス）

特定求職者雇用開発助成金（三年
以内既卒者等） 5 12（4） 廃棄

雇用保険に係る事項 雇用保険業務通達 通達関係関係 各種通達綴 職業安定 雇用保険業務通達 雇用保険業務通達綴
10 - 廃棄

11
，
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関係 事業所非該当承認申請関係 職業安定 雇用保険適用事業 事業所非該当承認申請関係
3 12 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 雇用保険審査関係綴 職業安定 雇用保険審査請求 雇用保険審査関係綴
10 11 原則廃棄

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

歳入及び歳出の決算報告書並びにその作
成の基礎となった意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 職業安定 雇用勘定返納金債権 債権管理簿
5 15（2） 廃棄

債権管理計算書関係資料 債権管理計算書関係資料
5 15（2） 廃棄

現金出納簿 現金出納簿

5 15（2） 廃棄

現金領収証書 現金領収証書

5 15（2） 廃棄

令和２年度沖縄労働局職業安定部職業安定課　標準文書保存期間基準（保存期間表)



収納整理決議書等 収納整理決議書等
3 15 廃棄

不納欠損に係る決議書等 不納欠損に係る決議書等
3 15 廃棄

労働保険徴収に関する事項 労働保険事務組合 労働保険事務組合監査復命書関係 労働保険事務組合監査復命書 職業安定 労働保険事務組合監査
復命書

労働保険事務組合監査復命書

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

情報公開 開示請求・決定書関係 開示請求・決定書 職業安定 情報公開 開示請求・決定書

5 11,12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

行政機関個人情報保護 開示請求・決定書関係 開示請求・決定書 職業安定 行政機関個人情報保護 開示請求・決定書

5 11 廃棄

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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書類関係 公正採用選考等関係書類 職業安定 公正採用選考 公正採用選考等関係書類

3 11,12 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 職員研修 職業安定 職員研修 職員研修
5 13 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 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 出張復命書関係 出張復命書 需給調整 職員の勤務時間 出張復命書
5 13 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 需給調整 職員の勤務時間 勤務時間
　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

　勤務時間報告書 　勤務時間報告書
5 13 廃棄

　勤務時間等実施状況報告書 　勤務時間等実施状況報告書
5 13 廃棄

　勤務時間の申告・割振り簿 　勤務時間の申告・割振り簿
5 13 廃棄

休暇関係 休暇簿 休暇簿

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

　病気、特別休暇 　病気、特別休暇
5 13 廃棄

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

　休暇の承認のための証明書類 　休暇の承認のための証明書類
5 13 廃棄

　休暇承認通知書の写し 　休暇承認通知書の写し
5 13 廃棄

超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務関係 超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務 超過勤務、深夜勤務、早出遅出勤務

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

　超過勤務予定者報告書 　超過勤務予定者報告書
5年3月 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書 　超過勤務、深夜勤務制限請求書
3 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書に係る
証明書類

　超過勤務、深夜勤務制限請求書に
係る証明書類 1 13 廃棄

　超過勤務、深夜勤務制限請求書提出者
への通知書の写し

　超過勤務、深夜勤務制限請求書提
出者への通知書の写し 3 13 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

公共職業安定所の求職者又は求人者に対
する職業紹介事業者等の業務情報の提供

職業紹介事業等の業務情報の提供関係 職業紹介事業等の業務情報の提供 需給調整 職業紹介事業等の業務
情報の提供

職業紹介事業等の業務情報の提供
5 12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

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

派遣労働者雇用安定特別奨励金関係 派遣労働者雇用安定特別奨励金関係書類 需給調整 派遣労働者雇用安定特別奨励金関係
書類 5 12（4） 廃棄

需給調整に係る事項 需給調整業務例規通達 例規通達関係 各種例規通達綴 需給調整 需給調整業務通達 各種例規通達綴
10 - 廃棄

需給調整に係る事項 需給調整業務通達 通達関係 各種通達綴 需給調整 需給調整業務通達 各種通達綴
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 労働者派遣事業許可申請書関係 労働者派遣事業許可申請書（写） 需給調整 労働者派遣事業 労働者派遣事業許可申請書（写）
5 12（2） 廃棄

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書関
係

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） 5 12（2） 廃棄

労働者派遣事業変更届出書関係 労働者派遣事業変更届出書（写） 労働者派遣事業変更届出書（写）
5 12（2） 廃棄

労働者派遣事業許可申請書関係 「労働者派遣事業からの暴力団排除に関
する合意書」に基づく意見聴取について

「労働者派遣事業からの暴力団排除
に関する合意書」に基づく意見聴取
について

5 12（2） 廃棄

労働者派遣事業許可証書換申請書関係 労働者派遣事業変更届出書及び許可証書
換申請書（写）

労働者派遣事業許可証書換申請書
（写） 5 12（2） 廃棄

許可証再交付申請書関係 許可証再交付申請書（写） 許可証再交付申請書（写）
5 12（2） 廃棄

令和２年度 沖縄労働局職業安定部需給調整事業室における行政文書保存期間基準（保存期間表)



労働者派遣事業廃止届出書関係 労働者派遣事業廃止届出書（写） 労働者派遣事業廃止届出書（写）
5 12（2） 廃棄

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（写） 労働者派遣事業報告書（写）
5 12 廃棄

労働者派遣事業収支決算書関係 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）
5 12 廃棄

関係派遣先派遣割合報告書関係 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）
5 12 廃棄

特定労働者派遣事業届出書関係 特定労働者派遣事業届出書（写） 特定労働者派遣事業届出書（写）
5 12（2） 廃棄

特定労働者派遣事業変更届出書関係 特定労働者派遣事業変更届出書（写） 特定労働者派遣事業変更届出書
（写） 5 12（2） 廃棄

特定労働者派遣事業廃止届出書関係 特定労働者派遣事業廃止届出書（写） 特定労働者派遣事業廃止届出書
（写） 5 12（2） 廃棄

許認可等に関する重要な経緯 労働者派遣事業許可申請書受付名簿 労働者派遣事業許可申請書受付名簿 労働者派遣事業許可申請書受付名簿
1 12（2） 廃棄

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書受
付名簿

労働者派遣事業許可有効期間更新申請書
受付名簿

労働者派遣事業許可有効期間更新申
請書受付名簿 1 12（2） 廃棄

労働者派遣事業 労働者派遣事業指導監督処理台帳 労働者派遣事業指導監督処理台帳 労働者派遣事業指導監督処理台帳
5 12 廃棄

行政処分関係 行政処分関係書類 行政処分関係書類
5 12 廃棄

指導監督業務報告（四半期報） 指導監督業務報告（四半期報） 指導監督業務報告（四半期報）
1 12 廃棄

指導監督業務報告（年報） 指導監督業務報告（年報） 指導監督業務報告（年報）
1 12 廃棄

業務報告（年報）関係 労働者派遣事業手数料収入印紙ちょう用
実績及び許可・届出等件数報告

労働者派遣事業手数料収入印紙ちょ
う用実績及び許可・届出等件数報告 1 12 廃棄

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業務
報告

労働者派遣事業適正運営協力員関係
業務報告 1 12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働者派遣事業 業務報告（四半期報）関係 苦情相談受付状況・対応結果報告（四半
期報）

苦情相談受付状況・対応結果報告
（四半期報） 1 11 廃棄

苦情相談記録関係 苦情相談記録票 苦情相談記録票
3 11 廃棄

開示請求・決定書関係 開示請求・決定書 開示請求・決定書 許可等の
効力消滅
後5年

11,12 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 派遣元事業主台帳・労働者派遣事業所台帳 派遣元事業主台帳・労働者派遣事業所台
帳

派遣元事業主台帳・労働者派遣事業
所台帳

30又は常
用

12 廃棄

特定派遣元事業主台帳・特定労働者派遣事
業所台帳

特定派遣元事業主台帳・特定労働者派遣
事業所台帳

特定派遣元事業主台帳・特定労働者
派遣事業所台帳

30又は常
用

12 廃棄

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書類 労働者派遣事業適正運営協力員関係
書類 5 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 許可申請書類関係 有料職業紹介事業許可申請書類（写） 需給調整 職業紹介事業 有料職業紹介事業許可申請書類
（写） 5 12（2） 廃棄

許可有効期間更新申請関係 有料職業紹介事業許可有効期間更新申請
書類（写）

有料職業紹介事業許可有効期間更新
申請書類（写） 5 12（2） 廃棄

許可有効期間更新申請関係 無料職業紹介事業許可有効期間更新申請
書類（写）

無料職業紹介事業許可有効期間更新
申請書類（写） 5 12（2） 廃棄

許可申請書類関係 無料職業紹介事業許可申請書類（写） 無料職業紹介事業許可申請書類
（写） 5 12（2） 廃棄

特別の法人無料職業紹介事業届出書類関係 特別の法人無料職業紹介事業届出書類
（写）

特別の法人無料職業紹介事業届出書
類（写） 5 12（2） 廃棄

届出制手数料届出（変更届出）書関係 届出制手数料届出（変更届出）書（写） 届出制手数料届出（変更届出）書
（写） 5 12（2） 廃棄

許可証再交付申請書類関係 許可証再交付申請書類（写） 許可証再交付申請書類（写）
5 12（2） 廃棄

変更届出書類関係 有料職業紹介事業変更届出書類（写） 有料職業紹介事業変更届出書類
（写） 5 12（2） 廃棄

変更届出書類関係 無料職業紹介事業変更届出書類（写） 無料職業紹介事業変更届出書類
（写） 5 12（2） 廃棄

変更届出書類関係 特別の法人無料職業紹介事業変更届出書
類（写）

特別の法人無料職業紹介事業変更届
出書類（写） 5 12（2） 廃棄

変更届出書類関係 取次機関に関する申告書（写） 取次機関に関する申告書（写）
5 12 廃棄

許可申請書類関係 「職業紹介事業からの暴力団排除に係る
合意書」に基づく照会について

「職業紹介事業からの暴力団排除に
係る合意書」に基づく照会について 5 12（2） 廃棄

許可証書換申請書類関係 許可証書換申請書類（写） 許可証書換申請書類（写）
5 12（2） 廃棄

取扱職種範囲等届出書類関係 有料・無料・特別の法人無料職業紹介事
業取扱職種範囲等届出書類（写）

有料・無料・特別の法人無料職業紹
介事業取扱職種範囲等届出書類
（写）

5 12（2） 廃棄



廃止届出関係 廃止届出書類 廃止届出書類
5 12（2） 廃棄

職業紹介事業 事業報告書関係 事業報告書類（写） 事業報告書類（写）
5 12 廃棄

特定地方公共団体無料職業紹介事業に係る
通知関係

特定地方公共団体無料職業紹介事業に係
る通知（写）

特定地方公共団体無料職業紹介事業
に係る通知（写） 5 12 廃棄

職業紹介事業 有料職業紹介事業保証金取戻公告届関係 有料職業紹介事業保証金取戻公告届 有料職業紹介事業保証金取戻公告届
5 12 廃棄

改正前の職業安定法第32条の２第２項の権
利を有していた者からの申出書の提出に関
する証明書関係

改正前の職業安定法第32条の２第２項の
権利を有していた者からの申出書の提出
に関する証明書（写）

改正前の職業安定法第32条の２第２
項の権利を有していた者からの申出
書の提出に関する証明書（写）

5 12 廃棄

補償事実確認請求書関係 補償事実確認請求書（写） 補償事実確認請求書（写）
5 12 廃棄

補償事実確認書関係 補償事実確認書（写） 補償事実確認書（写）
5 12 廃棄

許認可等に関する重要な経緯 許可（許可有効期間更新）申請書・無料職
業紹介事業届出書受理簿

許可（許可有効期間更新）申請書・無料
職業紹介事業届出書受理簿

許可（許可有効期間更新）申請書・
無料職業紹介事業届出書受理簿 1 12（2） 廃棄

職業紹介事業 事業所（主）台帳 事業所（主）台帳 事業所（主）台帳 30又は常
用

12 廃棄

無料職業紹介事業届出事業所(主）台帳 無料職業紹介事業届出事業所(主）台帳 無料職業紹介事業届出事業所(主）台
帳

30又は常
用

12 廃棄

職業紹介事業指導監督処理台帳 職業紹介事業指導監督処理台帳 職業紹介事業指導監督処理台帳
5 12 廃棄

行政処分関係 行政処分関係書類 行政処分関係書類
5 12 廃棄

有料職業紹介事業許可・許可有効期間更新
手数料収入印紙ちょう用実績及び申請・届
出等件数報告（年報）

有料職業紹介事業許可・許可有効期間更
新手数料収入印紙ちょう用実績及び申
請・届出等件数報告（年報）（写）

有料職業紹介事業許可・許可有効期
間更新手数料収入印紙ちょう用実績
及び申請・届出等件数報告（年報）
（写）

1 12 廃棄

指導監督業務報告（四半期報） 指導監督業務報告（四半期報） 指導監督業務報告（四半期報）
1 12 廃棄

指導監督業務報告（年報） 指導監督業務報告（年報） 指導監督業務報告（年報）
1 12 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 苦情相談受付状況・対応結果報告（四半期
報）

苦情相談受付状況・対応結果報告（四半
期報）

苦情相談受付状況・対応結果報告
（四半期報） 1 11 廃棄

苦情相談記録関係 苦情相談記録票 苦情相談記録票
3 11 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 許可申請等処理台帳 許可申請等処理台帳（正本） 需給調整 労働者供給事業 許可申請等処理台帳（正本） 30又は常
用

12（2） 廃棄

許可申請書関係 許可申請書類（写） 許可申請書類（写）
5 12（2） 廃棄

12 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 募集情報等提供事業指導監督処理台帳 募集情報等提供事業指導監督処理台帳 需給調整 募集情報等提供事業 募集情報等提供事業指導監督処理台
帳 5 12 廃棄

委託募集許可等申請書（正本又は写） 委託募集許可等申請書（正本又は
写） 5 12 廃棄

委託募集届出書（正本又は写） 委託募集届出書（正本又は写）
5 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 許可申請書関係 需給調整 募集・求人業務



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
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 勤務時間関係 出勤簿 出勤簿
5 13 廃棄

超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務関係 超過勤務命令簿
5年3
月

13 廃棄

休暇簿関係 休暇簿 休暇簿
5 13 廃棄

出張旅費関係
5 - 廃棄

公用外外出簿
5 - 廃棄

勤務状況報告
5 - 廃棄

外部電磁的記録媒体使
用簿 5 廃棄

公的職業訓練(公共職
業訓練・求職者支援訓
練)文書

5 - 廃棄

12 法人の権利義務の得
喪及びその経緯

技能実習制度 地域協議会関係 地域協議会関係書類 地域訓練協議会関係文
書 3 12(4) 廃棄

求職者支援制度に係る
各種実績報告(月報)

3 - 廃棄

職業訓練受講あっせん
状況報告(四半期報)

3 - 廃棄

就職支援ナビゲーター
活動状況報告(四半期
報) 3 - 廃棄

ジョブ・カード業務

5 - 廃棄

令和２年度沖縄労働局職業安定部訓練室　標準文書保存期間基準（保存期間表)

職員の人事に関する
事項

職員の勤務時間 庶務文書 庶務関係

業務文書 公的職業訓練

業務文書 ジョブカード作
成支援事業



ジョブ・カード業務事
業調達関係

5 - 廃棄

ジョブ・カード運営本
部関係文書

5 - 廃棄

訓練受講希望者等に対
するジョブカード作成
支援時k津市状況報告
(月報)(四半期報)

3 - 廃棄

ハローワークでの支援
によるジョブカード作
成実績報告書(月報) 3 - 廃棄

求職者支援訓練関係書
類（A-2,A-3～A-7,A-
24～A-27） 5 - 廃棄

認定職業訓練実施奨励
金関係書類（A-31～A-
38,A-40） 5 - 廃棄

業務文書 能力開発関係業
務

能力開発関係文書

5 - 廃棄

業務文書 建設労働者緊急
育成支援事業

建設労働者緊急育成支
援事業関係文書

5 - 廃棄

外国人技能実習関係文
書

5 - 廃棄

技能実習制度 監理団体通報関係書類 監理団体からの通報件数に係る報告 技能実習法第40条第５
項の規定による監理団
体から関係行政機関へ
の報告件数(年報)

3 12(4) 廃棄

生活保護受給者等就労
自立促進事業関係文書

5 - 廃棄

生活保護受給者等就労
自立促進事業実施状況
報告(月報) 3 - 廃棄

事業所訪問等による定
着指導対象者名簿兼実
施状況報告(半期報) 3 - 廃棄

長期療養者就職支援事
業関係文書

5 - 廃棄

特定離職者等雇用対策

業務文書 長期療養者就職
支援事業

業務文書 外国人技能実習
事業

生活保護受給者等就労支援
事業実施報告関係

生活保護受給者等就労支援事業実施報告 業務文書 生活保護受給者
等就労自立促進
事業

12 法人の権利義務の得
喪及びその経緯

業務文書 求職者支援訓練

12 法人の権利義務の得
喪及びその経緯



長期療養者就職支援事
業実施報告(四半期報)

3 - 廃棄

一体的実施事業関係文
書

5 - 廃棄

一体的実施事業実施状
況報告(月報)

5 - 廃棄

マザーズハローワーク
事業関係文書

5 - 廃棄

マザーズハローワーク
事業実施状況報告(月
報) 3 - 廃棄

トライアル雇用事業関
係文書

5 - 廃棄

トライアル実施状況報
告(月報)

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

就職氷河期世代支援施策 職場実習等推進関係 就職氷河期世代支援施策 業務文書 就職氷河期世代
活躍支援事業

就職氷河期世代活躍支
援事業関係文書

5 - 廃棄

刑務所出所者等就労支
援事業関係文書

3 - 廃棄

刑務所出所者等就労支
援事業実施状況報告
(四半期報) 3 - 廃棄

刑務所出所者等就労支
援事業に係る専用求人
状況報告(四半期報) 3 - 廃棄

地域若者サポートステー
ション契約関係

地域若者サポートステー
ション契約関係

地域若者サポートス
テーション事業関係文
書(調達関係) 5 12(4) 廃棄

地域若者サポートステー
ション関係

地域若者サポートステー
ション関係書類

地域若者サポートス
テーション事業関係文
書(調達関係以外) 5 12(4) 廃棄

12 法人の権利義務の得
喪及びその経緯

ホームレス対策
日雇対策

ホームレス対策関係業務報
告関係
日雇対策関係業務報告関係

ホームレス対策関係業務報
告
日雇対策関係業務報告

業務文書 ホームレス・日
雇労働者対策関
係業務

ホームレス・日雇労働
者対策関係文書

5 - 廃棄

業務文書 刑務所出所者等
就労支援事業

12 法人の権利義務の得
喪及びその経緯

雇用型訓練(職業能力開発) 業務文書 地域若者サポー
トステーション
事業

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

業務文書 マザーズハロー
ワーク事業

業務文書 トライアル雇用
事業

業務文書 一体的実施事業



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 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 備考

○○に係る事項 ○○業務例規通達 例規通達関係 各種例規通達綴 □□ ○○業務例規通達 各種例規通達綴
10 - 廃棄

法令の解釈・運用基準を定めるもの　　□□に
は、職業安定、職業対策等を記載（以下同様）

○○に係る事項 ○○業務通達 通達関係 各種通達綴 □□ ○○業務通達 各種通達綴
5 - 廃棄

例規以外のもの

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

○○業務報告 各種報告関係 各種報告関係 □□ ○○業務報告 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

○○業務会議 各種会議関係 各種会議綴 □□ ○○業務会議 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

○○業務復命書 各種復命書関係 各種復命書綴 □□ ○○業務復命書 各種復命書綴
5又は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

○○業務個別事案 個別事案（　／　分冊） 個別事案（　／　分冊） □□ ○○業務個別事案 個別事案（　／　分冊）
1 11,12 廃棄

所で保有している文書の写し　事案が完結した翌
年度の４月１日を起算とする

事務分掌に係る事項 事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 □□ 事務分掌 事務分掌綴
3 - 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の出張（職業安定） 旅行命令関係 旅行命令簿 □□ 職員の出張（職業安定） 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張復命書関係 出張復命書 出張復命書
5 13 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 文書関係諸規定 職業対策 文書台帳（職業安定） 文書関係諸規定
30 22 廃棄

取得した文書の管理を行うための帳簿 部収受文書台帳 部収受文書台帳
 5 22 廃棄

決裁文書の管理を行うための帳簿 部発議文書台帳 部発議文書台帳
30 22 廃棄

秘密文書の管理を行うための帳簿 秘密文書管理簿 秘密文書管理簿
未定 22 廃棄

保存期間が決まった時点で記載

公印印刷文書関係 公印印刷文書関係綴 公印印刷文書関係綴
5 22 廃棄

特定個人情報等取扱者名簿 特定個人情報等取扱者名簿
特定個人情報等取扱者名簿 5 22 廃棄

都道府県労働局（職業安定行政）が行う個人番号
利用事務における特定個人情報等取扱規程

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 行政文書ファイル管理簿
常用 22 未定

行政文書ファイル等の移管又は廃棄の状況
が記録された帳簿

移管・廃棄簿 移管・廃棄簿
30 22 移管

10 地方公共団体に対して示す基準の
設定及びその経緯

基準の設定に関する立案の検討その他の
重要な経緯

雇用基本計画（都道府県）関係 雇用基本計画（都道府県） 職業対策 雇用基本計画 雇用基本計画（都道府県）
10 10 廃棄

職業安定に関する事項 統計調査（職業安定） 業務月報･年報（都道府県）関係 業務月報･年報（都道府県） 職業対策 統計調査（職業安定） 業務月報･年報（都道府県）
10 - 廃棄

システム業務月報・年報①様式 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）

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

業務月報･年報に掲載したものについてこの限り
ではない。

システム業務月報・年報②様式 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）

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
業務月報･年報に掲載したものについてこの限り
ではない。

特別調査報告（本省作成）関係 特別調査報告（本省作成） 特別調査報告（本省作成）
3 - 廃棄

定例業務報告原票・集計表　（都道府県
分･安定所分）関係

定例業務報告原票・集計表　（都道府県
分･安定所分）

定例業務報告原票・集計表　（都道
府県分･安定所分） 3 - 廃棄

特別調査関係書類（調査対象者名簿等） 特別調査関係書類（調査対象者名簿等） 特別調査関係書類（調査対象者名簿
等） 1 - 廃棄

職業安定機関以外の者の行う職業紹介等状
況報告（年報）関係

職業安定機関以外の者の行う職業紹介等状
況報告（年報）

職業安定機関以外の者の行う職業紹
介等状況報告（年報） 1 - 廃棄

昭和41年政令第12号によるものを除く

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

総合的雇用情報システム 総合的雇用情報システム関係 総合的雇用情報システム関係綴 職業対策 総合的雇用情報システム 総合的雇用情報システム関係綴
10 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

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 職業対策 ハローワークシステム ハローワークシステム関係綴
10 11,12 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綴 職業対策 雇用保険給付金 特定求職者雇用開発助成金関係綴

5 12（4） 廃棄

完結の日の翌年度の４月１日から起算

特定就職困難者コース・生涯現役コース・被災者
雇用開発コース分に限る。

雇用調整助成金関係 雇用調整助成金関係綴 雇用調整助成金関係綴
5 12（4） 廃棄

完結の日の翌年度の４月１日から起算
平成20年度から中小企業緊急雇用安定助成金関係
も含む

令和２年度沖縄労働局職業安定部職業対策課　標準文書保存期間基準準則（保存期間表)
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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 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 備考

雇用調整助成金（追加支給）関係綴 雇用調整助成金（追加支給）関係綴

5 12（4） 廃棄

毎月勤労統計調査において過去の賃金額が低めに
出ていた影響による追加支給
事業所単位で追加支給の完結の日の翌年度の４月
１日から起算
中小企業緊急雇用安定助成金関係も含む

職場適応訓練関係 職場適応訓練関係書類 職場適応訓練関係書類
5 12（4） 廃棄

　

労働移動支援助成金関係 労働移動支援助成金関係書類 労働移動支援助成金関係書類
5 12（4） 廃棄

完結の日の翌年度の４月１日から起算
平成20年度から離職者住居支援給付金も含む

中途採用等支援助成金関係 中途採用等支援助成金関係書類 中途採用等支援助成金（中途採用拡
大コース）関係書類 5 12（4） 廃棄

完結の日の翌年度の４月１日から起算
平成20年度から離職者住居支援給付金も含む

人材開発支援助成金関係 人材開発支援助成金関係綴 人材開発支援助成金関係綴

5 12（4） 廃棄

平成29年4月からキャリア形成促進助成金を改称
平成30年度からは特定訓練コース・一般訓練コー
ス・教育訓練休暇付与コース・特別育成訓練コー
ス分に限る。

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 トライアル雇用助成金支給関連
5 12（4） 廃棄

　

補助事業等実施報告書関係 キャリアアップ助成金実施状況報告 キャリアアップ助成金実施状況報告
5 12（4） 廃棄

　

キャリアアップ助成金支給関係 キャリアアップ助成金支給関連 キャリアアップ助成金支給関連
5 12（4） 廃棄

　

補助事業等実施報告書関係 職場定着支援助成金実施状況報告 職場定着支援助成金実施状況報告
5 12（4） 廃棄

職場定着支援助成金支給関係 職場定着支援助成金支給関連 職場定着支援助成金支給関連
5 12（4） 廃棄

人材確保等支援助成金実施状況報告関係 人材確保等支援助成金実施状況報告 人材確保等支援助成金実施状況報告
5 12（4） 廃棄

平成30年4月創設

人材確保等支援助成金支給関係 人材確保等支援助成金支給関連 人材確保等支援助成金支給関連
5 12（4） 廃棄

平成30年4月創設

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 職業転換給付金関係 職業転換給付金関係書類 職業対策 雇用関係給付金 職業転換給付金関係書類

5 11(4),12（4） 廃棄

　

職業転換給付金（追加給付）関係書類 職業転換給付金（追加給付）関係書
類 5 11(4),12（4） 廃棄

毎月勤労統計調査において過去の賃金額が低めに
出ていた影響による追加給付

トライアル雇用実施計画書関係 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）

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） 5 11(4),12（4） 廃棄

平成26年3月新規追加
不採用になった者の対象者確認票及び対象者確認
書類は求職登録の有効期間中のみ保管

職業安定に関する事項 会計検査（職業安定） 会計検査院実地検査関係 会計検査院実地検査関係綴 職業対策 会計検査（職業安定） 会計検査院実地検査関係綴
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

地域雇用対策 産業雇用連絡協議会関係 産業雇用連絡協議会関係綴 職業対策 地域雇用対策 産業雇用連絡協議会関係綴
3 11,12 廃棄

地域雇用開発促進法施行業務関係 地域雇用開発促進法施行業務関係書類（他
の分類に含まれるものを除く）

地域雇用開発促進法施行業務関係書
類（他の分類に含まれるものを除
く）

5 11,12 廃棄
地域雇用開発促進法

命令による広域職業紹介活動関係 命令による広域職業紹介活動関係書類 命令による広域職業紹介活動関係書
類 5 11,12 廃棄

平成13年職発第539号「広域職業紹介活動の実施
について」

地方就職希望者活性化事業関係 地方就職希望者活性化事業関係書類 地方就職希望者活性化事業関係書類

5 11,12 廃棄

平成21年職発0401005号「地方就職希望者活性化
事業の実施について」、平成26年職発0401第10号
「地方就職希望者活性化事業の実施要領の改正に
ついて」平成29年職発0510第4号「地方就職希望
者活性化事業の実施要領の改正について」

地域雇用情勢把握・分析関係 地域雇用情勢把握・分析関係書類 地域雇用情勢把握・分析関係書類
3 11,12 廃棄

実践型地域雇用創造事業関係 実践型地域雇用創造事業関係書類 実践型地域雇用創造事業関係書類
5 11,12 廃棄

委託事業終了翌年度の4月1日から起算

地域雇用活性化推進事業関係 地域雇用活性化推進事業関係書類 地域雇用活性化推進事業関係書類
5 11,12 廃棄

委託事業終了翌年度の4月1日から起算

地域雇用開発計画関係 地域雇用開発計画 地域雇用開発計画
5 11,12 廃棄

地域雇用開発促進法第5条計画終了翌年度の４月
１日から起算
平成19年度新規追加

補助金等の交付に関する重要な経緯 地域雇用開発助成金関係 地域雇用開発助成金関係書類 地域雇用開発助成金関係書類
5 11,12（4） 廃棄

雇用保険法第62条、雇用保険法施行規則第112条
 号
平成19年度新規追加

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（UIJターンコー
ス）関係

中途採用等支援助成金（UIJターンコー
ス）関係書類

中途採用等支援助成金（UIJターン
コース）関係書類 5 12 廃棄

8 複数の行政機関による申合せ及び
その経緯

農山村雇用対策 農村への産業の導入の促進等に関する法律
関係

農村への産業の導入の促進等に関する法律
関係書類

職業対策 農山村雇用対策 農村への産業の導入の促進等に関す
る法律関係書類

10 8 廃棄

平成29年「農村地域への産業の導入に関する基本
方針」の変更について
平成30年職発0119第５号「農村地域への産業の導
入の促進等に関する法律に関するガイドラインの
制定について」

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

農山村雇用対策 農林漁業就業支援事業関係 農林漁業就業支援事業関係書類 農林漁業就業支援事業関係書類
5 11,12 廃棄

平成25年職発0401第11号「農林漁業就業支援事業
実施要領の策定について」

林業労働対策関係 林業労働対策関係書類 林業労働対策関係書類
5 11,12 廃棄

林業労働力の確保の促進に関する法律

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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書類 職業対策 出稼労働者対策 出稼労働者対策関係書類
5 11,12 廃棄

平成25年職発0401第12号「出稼労働者対策実施要
領の策定について」
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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 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 備考

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

季節労働者対策 季節労働者対策関係 季節労働者対策関係書類（助成金関係書類
を除く）

職業対策 季節労働者対策 季節労働者対策関係書類（助成金関
係書類を除く） 5 11,12 廃棄

雇用保険法第62条第1項第4号及び第5号

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 通年雇用奨励金関係 通年雇用奨励金関係書類 通年雇用奨励金関係書類

5 12（4） 廃棄

雇用保険法施行規則第113条、附則第16条　平成
13年職発第604号「通年雇用安定給付金支給要領
の改正について」　平成16年職発第0830008号
「通年雇用安定給付金支給要領の改正について」
平成19年職発第1130001号「通年雇用安定給付金
支給要領の改正について」

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

沖縄雇用対策 沖縄雇用対策関係 沖縄雇用対策関係書類　（助成金関係書類
を除く）

職業対策 沖縄雇用対策 沖縄雇用対策関係書類　（助成金関
係書類を除く）

10 12 廃棄

沖縄振興特別措置法平成14年職発第0401080号
「沖縄振興特別措置法に基づく職業の安定のため
の特別措置の推進について」　平成9年職発第668
号「沖縄若年者雇用開発推進事業等の実施につい
て」　平成10年職発第121-2号「沖縄県雇用開発
推進事業に対する支援について」　平成20年職発
第0401016号「沖縄早期離職者定着支援事業の実
施について」

補助金等の交付に関する重要な経緯 地域雇用開発助成金（沖縄若年者雇用促進
奨励金）関係

地域雇用開発助成金（沖縄若年者雇用促進
奨励金）関係書類

地域雇用開発助成金（沖縄若年者雇
用促進奨励金）関係書類 5 12（4） 廃棄

雇用保険法第62条、雇用保険法施行規則第112条
 号
平成19年度新規追加

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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

「不法就労に当たると思われる事案
について」関係書類 5 11,12 廃棄

平成2年外雇発第3号、雇発第12-2号、業調発第
11-2号「外国人労働者問題への具体的対応につい
て」

外国人労働者問題啓発月間実施状況報告書
関係

外国人労働者問題啓発月間実施状況報告書 外国人労働者問題啓発月間実施状況
報告書 3 11,12 廃棄

平成29年職派外発0526第1号「平成29年年度外国
人労働者問題啓発月間の実施に係る留意事項につ
いて」

外国人雇用対策関係業務取扱状況関係 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

1 11,12 廃棄

平成29年4月27日付け外国人雇用対策課長補佐事
務連絡「外国人雇用対策関係業務取扱状況の報告
について」
平成19年度新規追加

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

建設雇用改善推進対策会議関係書類 職業対策 建設・港湾労働対策 建設雇用改善推進対策会議関係書類
　  

補助金等の交付に関する重要な経緯 　①建設雇用改善助成金申請関係 　①建設事業主等に対する助成金申請関係
書類

①建設事業主等に対する助成金申請
関係書類

5 12（4） 廃棄

●建設労働者確保育成助成金（経過措置含む）
●トライアル雇用助成金（若年・女性建設労働者
トライアルコース）
●人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コー
ス（建設分野）、若年者及び女性に魅力ある職場
づくり事業コース（建設分野）、作業員宿舎等設
置助成コース（建設分野））（但し、作業員宿舎
等設置助成コース（訓練施設設置経費助成）につ
いては用途変更禁止期間終了まで）
●人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コー
ス、建設労働者技能実習コース）

建設・港湾労働対策 　②その他の書類 　②その他の書類 　②その他の書類
5 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

建設・港湾労働対策 建労法関係 建労法関係書類 建労法関係書類
5 12 廃棄

建設労働業務関係 建設労働業務関係書類 建設労働業務関係書類
5 12 廃棄

実施計画申請等に係る書類関係 実施計画申請等に係る書類 実施計画申請等に係る書類
5 12 廃棄

建設業務有料職業紹介事業関係 建設業務有料職業紹介事業関係書類 建設業務有料職業紹介事業関係書類
5 12 廃棄

建設業務就業機会確保事業関係 建設業務就業機会確保事業関係書類 建設業務就業機会確保事業関係書類
5 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

建設・港湾労働対策 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務就
業機会確保事業に係る各種台帳

建設業務有料職業紹介事業及び建設業務就
業機会確保事業に係る各種台帳

建設業務有料職業紹介事業及び建設
業務就業機会確保事業に係る各種台
帳

5 11,12 廃棄

建設業務有料職業紹介事業及び建設業務就
業機会確保事業に係る各種報告

建設業務有料職業紹介事業及び建設業務就
業機会確保事業に係る各種報告

建設業務有料職業紹介事業及び建設
業務就業機会確保事業に係る各種報
告

5 11,12 廃棄

港湾雇用秩序連絡会議関係 港湾雇用秩序連絡会議関係書類 港湾雇用秩序連絡会議関係書類
5 11,12 廃棄

港労法関係 港労法関係書類 港労法関係書類
5 11,12 廃棄

港湾労働業務関係 港湾労働業務関係書類 港湾労働業務関係書類
5 11,12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

建設・港湾労働対策 港湾労働関係業務統計報告関係 港湾労働関係業務統計報告 港湾労働関係業務統計報告
5 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

労働力確保対策 人材確保援助事業対象認定組合等指定関係 人材確保援助事業対象認定組合等指定関係
書類

職業対策 労働力確保対策 人材確保援助事業対象認定組合等指
定関係書類 5 11,12 廃棄

平成12年度職発第283号「中小企業人材確保援助
事業の実施について」

委託募集届出書関係 委託募集届出書 委託募集届出書
5 11,12 廃棄

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機
会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する
法律第13条第2項

中小労確法における改善計画関係 中小労確法における改善計画に関する書類 中小労確法における改善計画に関す
る書類

5 11,12 廃棄

平成21年7月1日付職開発0701第2号「中小企業に
おける労働力の確保及び良好な雇用の創出のため
の雇用管理の改善の促進に関する法律の運用に当
たっての留意事項について」
平成20年度新規追加

雇用保険法施行規則第１１８条第２項第１
号ロ及び同条第３項第１号ロ（２）の規定
に基づき厚生労働大臣が定める基準につい
て

雇用保険法施行規則第１１８条第２項第１
号ロ及び同条第３項第１号ロ（２）の規定
に基づき厚生労働大臣が定める基準につい
て

雇用保険法施行規則第１１８条第２
項第１号ロ及び同条第３項第１号ロ
（２）の規定に基づき厚生労働大臣
が定める基準について

5 11,12 廃棄

平成20年4月1日付け職発第0401007号
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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 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 備考

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働力確保対策 有期契約労働者の雇用管理の改善関係

5 12 廃棄

平成20年7月29日付け職発第0729001号「有期契約
労働者の雇用管理の改善の促進に向けた取組につ
いて」

5 12 廃棄

平成20年9月1日付け職開発第0901001号「有期契
約労働者の雇用管理の改善の促進に向けた取組の
具体的な取扱いについて」

補助金等の交付に関する重要な経緯 均衡待遇・正社員化推進奨励金関係 均衡待遇・正社員化推進奨励金関係 均衡待遇・正社員化推進奨励金関係
5 12（4） 廃棄

平成25年度廃止

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

高年齢者雇用対策 高齢者活躍人材育成事業関係 高齢者活躍人材確保育成事業関係文書（受
託書、委託契約書、変更承認申請書）

高齢者活躍人材確保育成事業関係文
書（受託書、委託契約書、変更承認
申請書）

5 12 廃棄

「高齢者活躍人材確保育成事業委託要綱」
平成27年度新規追加

12 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(受託
書、委託契約書、変更承認申請書)

生涯現役促進地域連携事業関係文書
(受託書、委託契約書、変更承認申請
書)

5 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

障害者雇用対策 障害者雇用状況通報関係 障害者雇用状況通報書 職業対策 障害者雇用対策 障害者雇用状況通報書
10 11,12 廃棄

障対法施行令第8条

障害者採用計画関係 障害者採用計画関係書類 障害者採用計画関係書類
10 11,12 廃棄

障対法施行令第6条

特別指導関係 特別指導関係書類 特別指導関係書類
10 11,12 廃棄

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 特定身体障害者雇用状況通報書
10 11,12 廃棄

障対法施行令第12条

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書類 特定障害者雇用採用計画関係書類
10 11,12 廃棄

障対法施行令第12条

12 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書類 在宅就業支援団体の登録関係書類
5 12 廃棄

障対法第74条の３

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 納付金に基づく助成金の支給に係る意見書
関係

納付金に基づく助成金の支給に係る意見書 納付金に基づく助成金の支給に係る
意見書 5 11,12（4） 廃棄

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 障害者等雇用証明書状況報告
5 11,12 廃棄

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 心身障害者等雇用証明状況報告
5 11,12 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

障害者、事業所表彰関係書類 障害者、事業所表彰関係書類
5 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

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 障害者雇用促進月間に関する文書
3 11,12 廃棄

障害者雇用連絡協議会関係 障害者雇用連絡協議会 障害者雇用連絡協議会
3 11,12 廃棄

平成12年5月11日付け職発第358の2号

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）関係

障害者雇用安定助成金（障害者職場定着支
援コース）関係書類

障害者雇用安定助成金（障害者職場
定着支援コース）関係書類 5 12（4） 廃棄 5

障害者初回雇用奨励金関係 障害者初回雇用奨励金関係書類 障害者初回雇用奨励金関係書類
5 12（4） 廃棄

特例子会社等設立促進助成金関係 特例子会社等設立促進助成金関係書類 特例子会社等設立促進助成金関係書
類 5 12（4） 廃棄

中小企業障害者等多数雇用施設設置等助成
金関係

中小企業障害者等多数雇用施設設置等助成
金関係書類

中小企業障害者等多数雇用施設設置
等助成金関係書類 5 12（4） 廃棄

難治性疾患患者雇用開発助成金関係 難治性疾患患者雇用開発助成金 難治性疾患患者雇用開発助成金
5 12（4） 廃棄

発達障害者雇用開発助成金関係 発達障害者雇用開発助成金関係書類 発達障害者雇用開発助成金関係書類
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

障害者雇用対策 移行推進事業関係 移行推進事業関係書類 移行推進事業関係書類
5 11,12 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 障害者職場復帰支援助成金関係 障害者職場復帰支援助成金関係書類 障害者職場復帰支援助成金関係書類
5 12（4） 廃棄

障害者職場定着支援奨励金関係 障害者職場定着支援奨励金関係書類 障害者職場定着支援奨励金関係書類
5 12（4） 廃棄

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援
助コース）（訪問型）関係

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援
助コース）（訪問型）関係書類（旧助成金
を含む）

障害者雇用安定助成金（障害者職場
適応援助コース）（訪問型）関係書
類（旧助成金を含む） 5 12（4） 廃棄

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援
助コース）（企業在籍型）関係

障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援
助コース）（企業在籍型）関係書類（旧助
成金を含む）

障害者雇用安定助成金（障害者職場
適応援助コース）（企業在籍型）関
係書類（旧助成金を含む） 5 12（4） 廃棄

障害者職業能力開発訓練施設等助成金関係 障害者職業能力開発訓練施設等助成金関係
書類

障害者職業能力開発訓練施設等助成
金関係書類 5 12（4） 廃棄

平成30年4月1日より人材開発支援助成金（障害者
職業能力開発コース）として実施。

障害者職業能力開発訓練運営費助成金関係 障害者職業能力開発訓練運営費助成金関係
書類

障害者職業能力開発訓練運営費助成
金関係書類 5 12（4） 廃棄

平成30年4月1日より人材開発支援助成金（障害者
職業能力開発コース）として実施。

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 事業所台帳
10 11,12 廃棄

障害者職業紹介業務取扱要領第４章

相談カード関係 相談カード関係書類 相談カード関係書類
3 11,12 廃棄

障害者職業紹介業務取扱要領第４章

報告徴収等カード関係 報告徴収等カード関係書類 報告徴収等カード関係書類
5 11,12 廃棄

障害者職業紹介業務取扱要領第４章

有期契約労働者の雇用管理の改善に関する
書類

有期契約労働者の雇用管理の改善に
関する書類
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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 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 備考

職業対策に関する事項 障害者雇用対策 紛争解決援助カード関係 紛争解決援助カード関係書類 紛争解決援助カード関係書類
5 － 廃棄

障害者職業紹介業務取扱要領第４章

調停カード関係 調停カード関係書類 調停カード関係書類
5 － 廃棄

障害者職業紹介業務取扱要領第４章

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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報告関係 ホームレス対策関係業務報告 職業対策 ホームレス対策 ホームレス対策関係業務報告
3 11,12 廃棄

平成16年高企発第0401003号「自立支援職業相談
員の配置等について」等

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

日雇対策 日雇対策関係業務報告関係 日雇対策関係業務報告 職業対策 日雇対策 日雇対策関係業務報告
3 11,12 廃棄

平成5年高企発第1号「日雇労働者職業紹介状況報
告について」等

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 就職安定資金融資事業（長期失業者分を除
く）関係

就職安定資金融資事業（長期失業者分を除
く）関係書類

職業対策 住居喪失離職者等対策 就職安定資金融資事業（長期失業者
分を除く）関係書類

10 11 廃棄

平成20年12月16日付け職発第1216003号「解雇等
による住居喪失者に対する「就職安定資金融資」
事業について」別添「就職安定資金融資事業実施
要領」

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法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 生活保護受給者等就労自立促進事業協議会
関係

生活保護受給者等就労自立促進事業協議会
関係報告

生活保護受給者等就労自立促進事業
協議会関係報告

3 11,12 廃棄

平成22年2月19日付け職発0219第3号、能発0219第
2号、雇児発0219第3号、社援発0219第4号「生活
保護受給者等就労自立促進事業協議会の設置につ
いて」

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

吸収率対策 吸収率対策関係業務報告関係 吸収率対策関係業務報告 職業対策 吸収率対策 吸収率対策関係業務報告
3 11,12 廃棄

昭和59年企発第5号「公共事業に係る失業者吸収
率制度の運用等について」

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

緊急雇用対策 中小企業等雇用創出支援事業関係 中小企業等雇用創出支援事業関係書類 職業対策 緊急雇用対策 中小企業等雇用創出支援事業関係書
類 5 11,12 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 実習型雇用支援事業関係助成金等支給関係 実習型雇用支援事業関係助成金等支給関連 実習型雇用支援事業関係助成金等支
給関連 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

緊急雇用対策 長期失業者等支援事業関係 長期失業者等支援事業関係書類 長期失業者等支援事業関係書類
5 11,12 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

緊急雇用対策 就職安定資金融資（長期失業者分）関係 就職安定資金融資（長期失業者分）関係書
類

就職安定資金融資（長期失業者分）
関係書類 10 11 廃棄

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
緯，法人の権利義務の得喪及びそ
の経緯

緊急雇用対策 就職活動準備事業実施状況報告関係 就職活動準備事業実施状況報告 就職活動準備事業実施状況報告
3 11,12 廃棄

就職活動準備事業関係 就職活動準備事業関係書類 就職活動準備事業関係書類
5 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

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 職業対策 公正採用選考 公正採用選考等関係業務報告
3 11,12 廃棄

公正採用選考人権啓発協力員会議関係 公正採用選考人権啓発協力員会議 公正採用選考人権啓発協力員会議
3 11,12 廃棄

平成15年8月6日付け職発第0806001号

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 3 11,12 廃棄

平成14年4月1日付け職開発第0401002号「公正採
用選考人権啓発推進員制度による雇用主研修の実
施について」

企業トップクラスに対する研修会実施報告
関係

企業トップクラスに対する研修会実施報告 企業トップクラスに対する研修会実
施報告 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

特定離職者等雇用対策 漁業離職者の職業紹介等状況報告関係 漁業離職者の職業紹介等状況報告 職業対策 特定離職者等雇用対策 漁業離職者の職業紹介等状況報告
3 11,12 廃棄

四半期報

本州・四国連絡橋の供用に伴う離職者状況
報告関係

本州・四国連絡橋の供用に伴う離職者状況
報告

本州・四国連絡橋の供用に伴う離職
者状況報告 3 11,12 廃棄

四半期報

在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保
に係る事業主等啓発説明会実施結果等報告
関係

在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等の確保
に係る事業主等啓発説明会実施結果等報告

在日韓国・朝鮮人の就職の機会均等
の確保に係る事業主等啓発説明会実
施結果等報告

1 11,12 廃棄
年報

インドシナ難民等に対する職業紹介業務取
扱状況報告関係

インドシナ難民等に対する職業紹介業務取
扱状況報告

インドシナ難民等に対する職業紹介
業務取扱状況報告 1 11,12 廃棄

年報

社会的事情による就職困難者に係る各種援
護措置実施報告関係

社会的事情による就職困難者に係る各種援
護措置実施報告

社会的事情による就職困難者に係る
各種援護措置実施報告 3 11,12 廃棄

年報

生活保護受給者等就労支援事業実施報告関
係

生活保護受給者等就労支援事業実施報告 生活保護受給者等就労支援事業実施
報告 3 11,12 廃棄

平成18年3月31日付け職発第0331009号「生活保護
受給者等就労支援事業について」

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（生活保護受給
者等雇用開発コース）関係

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）申請書類

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）申請書
類

5 12（4） 廃棄
完結の日の翌年度の４月１日から起算

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 アイヌ地区住民に対する紹介状況等報告関
係

アイヌ地区住民に対する紹介状況等報告 アイヌ地区住民に対する紹介状況等
報告 3 11,12 廃棄

融資に係るものは事業実施要領に定める期間

駐留軍関係離職者再就職自立等状況報告関
係

駐留軍関係離職者再就職自立等状況報告 駐留軍関係離職者再就職自立等状況
報告 1 11,12 廃棄

四半期報

駐留軍関係離職者職業紹介業務取扱状況報
告関係

駐留軍関係離職者職業紹介業務取扱状況報
告

駐留軍関係離職者職業紹介業務取扱
状況報告 1 11,12 廃棄

四半期報（260号）

※　その他の給付金、助成金については、
それぞれの項目に別途記載

※　その他の給付金、助成金につい
ては、それぞれの項目に別途記載 　

24 契約に関する事項 契約に関する重要な文書 契約に係る決裁文書関係 契約に係る決裁文書 職業安定行政に関する
事項

契約に関する重要な経緯 ハローワークシステム（○○年度）
5 24 廃棄

一般職業紹介（○○年度）
5 24 廃棄

雇用保険適用事業（○○年度）
5 24 廃棄

雇用保険給付金（○○年度）
5 24 廃棄

地域雇用対策（○○年度）
5 24 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 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 備考

農山村雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

沖縄雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

建設・港湾労働対策（○○年度）
5 24 廃棄

労働力確保対策（○○年度）
5 24 廃棄

高齢者雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

障害者雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

ホームレス対策（○○年度）
5 24 廃棄

日雇対策（○○年度）
5 24 廃棄

住居喪失離職者対策（○○年度）
5 24 廃棄

吸収率対策（○○年度）
5 24 廃棄

緊急雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

公正採用選考（○○年度）
5 24 廃棄

特定離職者等雇用対策（○○年度）
5 24 廃棄

求職者支援（○○年度）
5 24 廃棄
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