
事　項 業務の区分 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

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 収受文書台帳 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 発議文書台帳 発議文書台帳
30 22 廃棄

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 特殊取扱郵便等受付送付簿
5 22 廃棄

郵便物発送関係 郵便物発送簿 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 郵便料金表示額記録簿
5 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

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

情報セキュリティ関係文書 庶務 情報セキュリティ関係文書 10 - 廃棄
電磁的記録媒体管理簿 電磁的記録媒体管理簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体登録簿 外部電磁的記録媒体登録簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体貸出管理簿 外部電磁的記録媒体貸出管理簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 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 庶務 職員の勤務時間 勤務時間
　 　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　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

休暇簿関係 休暇簿
　

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　病気・特別休暇 　病気・特別休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　妊婦健診通勤願 　妊婦健診通勤願
3 13 廃棄

　職員（妊婦）の勤務時間免除願 　職員（妊婦）の勤務時間免除願
3 13 廃棄

超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務関係

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

　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

翌年度の４月１日から起算

　育児又は介護状況変更届 　育児又は介護状況変更届
3 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

非常勤職員関係 非常勤職員関係 非常勤職員関係
5 13 廃棄

特殊勤務手当等関係 特殊勤務手当等
  

　特殊勤務実績簿 　特殊勤務実績簿
5年1月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

　特殊勤務手当整理簿 　特殊勤務手当整理簿
5年1月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

放射線取扱手当関係 放射線取扱手当
  

　放射線取扱手当記録簿 　放射線取扱手当記録簿
5 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

海外渡航承認、海外出張関係 海外渡航承認、海外出張 庶務 職員の服務 海外渡航承認、海外出張
3 13 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 行政監察 行政監察綴
10 － 廃棄

令和３年度沖縄労働局那覇労働基準監督署　行政文書保存期間表

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
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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

防災に関する事項 防災 防災業務計画関係 防災業務計画 庶務 防災 防災業務計画
10 － 廃棄

防災関係 防災関係綴 防災関係綴
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 庶務 職員の福利厚生 健康診断関係綴
3 13 廃棄

公務災害関係 公務災害関係綴 公務災害関係綴
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） 庶務 物品管理 物品管理簿（重要物品）
常用 15 廃棄

物品供用関係 物品供用簿（重要物品） 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） 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） 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） 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） 物品供用簿（消耗品）
常用 15 廃棄

物品管理換通知書関係 物品管理換通知書綴 物品管理換通知書綴
5 15 廃棄

請求書、受領書含む。

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 物品増減及び現在額報告書
5 15 廃棄

物品不用決定関係 物品不用決定関係 物品不用決定関係
5 15 廃棄

納付受託 納付受託関係 納付受託証書受払簿 庶務 納付受託 納付受託証書受払簿
5 12,15（2） 廃棄

納付受託証書原符綴 納付受託証書原符綴
5 12,15（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 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 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 13 廃棄

官用車修理要求書関係 官用車修理要求書 官用車修理要求書
3 13 廃棄

官用車事故報告書関係 官用車事故報告書 官用車事故報告書
3 13 廃棄

官用車運転日報関係 官用車運転日報 官用車運転日報
1 13 廃棄

旅行命令関係 旅行命令簿 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

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書並びに国の
債務に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

他に編集されるものを除く

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
　

　職員別給与簿 　職員別給与簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

給与関係実績報告関係 給与関係実績報告綴 給与関係実績報告綴
5 13 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 会計事故報告 会計関係事故報告関係 会計事務補助者命免簿綴 庶務 経理・出納 会計事務補助者命免簿綴
5 15（2） 廃棄

郵便切手使用明細書請求書綴 郵便切手使用明細書請求書綴
5 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

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

監督 監督業務 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

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 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

休憩自由利用除外許可申請書綴 休憩自由利用除外許可申請書綴 効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 30又は常
用

22 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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

集団入抗の場合の時間計算特例許可申請
書綴

集団入抗の場合の時間計算特例許
可申請書綴

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

重量物取扱除外許可申請書綴 重量物取扱除外許可申請書綴 効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

職業訓練に関する特別許可に関する書類
綴

職業訓練に関する特別許可に関す
る書類綴

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

断続的な宿直又は日直許可申請書綴 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 事業場台帳 事業場台帳 事業場台帳 30又は常
用

－ 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。
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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

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
事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。

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）

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 11,12 廃棄

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
使用停止等命令等の不利益処分が含まれる場合
には、保存期間を5年とする。

監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連文書） 監督復命書綴（石綿関連文書）
常用 22 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

監督業務 行政運営関係 行政運営綴 行政運営綴
5 － 廃棄

貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 貯蓄金管理協定綴
5 － 廃棄

監督関係参考資料関係 監督関係参考資料綴 監督関係参考資料綴
3 － 廃棄

監督業務 監督関係指導関係 監督関係指導綴 監督関係指導綴
3 － 廃棄

監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督関係報告綴
3 － 廃棄

監督計画関係 監督計画綴 監督計画綴
5 － 廃棄

立替払認定及び確認台帳関係 立替払認定及び確認台帳 立替払認定及び確認台帳
5 22 廃棄

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 立替払認定及び確認復命書

5 11,12 廃棄

監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿
3 － 廃棄

帰郷旅費支給除外認定申請書関係 帰郷旅費支給除外認定申請書綴 帰郷旅費支給除外認定申請書綴
1 － 廃棄

集団指導関係 集団指導に関する書類綴 集団指導に関する書類綴
5 － 廃棄

出頭要求簿関係 出頭要求簿 出頭要求簿
3 － 廃棄

使用許可関係 使用許可綴 使用許可綴
3 － 廃棄

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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復
命書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とす
ること。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
出頭命令等の不利益処分が含まれる場合には、
保存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復
命書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とす
ること。

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 要監理事業場台帳
3 － 廃棄

公益通報処理台帳完結関係 公益通報処理台帳完結綴 公益通報処理台帳完結綴
3 － 廃棄

公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿
3 － 廃棄

申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿
3 － 廃棄

月別監督計画関係 月別監督計画綴 月別監督計画綴

3 － 廃棄

適用事業報告関係 適用事業報告綴 適用事業報告綴

3 － 廃棄

有期事業適用事業報告関係 有期事業適用事業報告綴 有期事業適用事業報告綴
3 － 廃棄

預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 預金管理状況報告綴

3 － 廃棄

紛争解決援助制度相談関係 紛争解決援助制度相談綴 紛争解決援助制度相談綴

3 － 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

月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 月別監督指導実績綴

1 － 廃棄

当年度監督対象事業場関係 当年度監督対象事業場綴 当年度監督対象事業場綴
3 － 廃棄

通報関係 通報関係綴 通報関係綴

1 － 廃棄

確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 確認対象事業場名簿綴

3 － 廃棄

監督指導業務運営要領関係 監督指導業務運営要領綴 監督指導業務運営要領綴
10 － 廃棄

各地方局版通達集

監督指導結果関係 監督指導結果取りまとめ表 監督指導結果取りまとめ表
3 － 廃棄

相談等記録票関係 相談等記録票綴 相談等記録票綴

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

監督業務 代休付与命令関係 代休付与命令綴 代休付与命令綴

5 11，12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 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

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

22 文書の管理等に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿 就業規則受理索引簿 監督 就業環境 就業規則受理索引簿

30又は常
用

22 未定

　

監督に関する事項 就業環境 有期事業就業規則関係 有期事業就業規則綴 有期事業就業規則綴
3 － 廃棄

非常災害時間延長届関係 非常災害時間延長届綴 非常災害時間延長届綴
3 － 廃棄

解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 解雇予告除外認定綴
3 － 廃棄

時間外休日労働協定届関係 時間外休日労働協定届綴 時間外休日労働協定届綴
3 － 廃棄

交代制による深夜時間延長許可申請書関
係

交代制による深夜時間延長許可申請書綴 交代制による深夜時間延長許可申
請書綴 3 － 廃棄

就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 就業規則届出綴
5 12 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

１ヶ月単位の変形労働時間制に関
する協定届綴 3 － 廃棄

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

１年単位の変形労働時間制に関す
る協定届綴 3 － 廃棄

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

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

時間外労働・休日労働に関する労働時間
等設定改善委員会決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労働時間
等設定改善委員会決議届綴

時間外労働・休日労働に関する労
働時間等設定改善委員会決議届綴 3 － 廃棄

時間外労働・休日労働に関する労使委員
会の決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労使委員
会の決議届

時間外労働・休日労働に関する労
使委員会の決議届 3 － 廃棄

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 事業場外・裁量労働みなし労働協
定届 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制労使委員会設置届
綴関係

企画業務型裁量労働制労使委員会設置届
綴

企画業務型裁量労働制労使委員会
設置届綴 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴
関係

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 企画業務型裁量労働制に関する決
議届綴 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制に関する報告綴関
係

企画業務型裁量労働制に関する報告綴 企画業務型裁量労働制に関する報
告綴 3 － 廃棄

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴
関係

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 専門業務型裁量労働制に関する協
定届綴 3 － 廃棄

高度プロフェッショナル制度に関する決
議届綴関係

高度プロフェッショナル制度に関する決
議届綴

高度プロフェッショナル制度に関
する決議届綴

3 － 廃棄

高度プロフェッショナル制度に関する報
告綴関係

高度プロフェッショナル制度に関する報
告綴

高度プロフェッショナル制度に関
する報告綴

3 － 廃棄

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

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

寄宿舎規則受理索引簿 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又は常
用

22 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

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

効力消滅
後5年

12（2） 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 寄宿舎規則
5 － 廃棄

寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 寄宿舎設置届綴
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
保存期
間

文書管理規則の別表
第２の該当事項・業
務の区分

保存期間終了時の措置 備考

有期事業寄宿舎規則関係 有期事業寄宿舎規則綴 有期事業寄宿舎規則綴
3 － 廃棄

システム 未加入事業場等独自番号振出簿 未加入事業場等独自番号振出簿 監督 システム 未加入事業場等独自番号振出簿
30又は常

用
22 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

包括事業場等独自番号振出簿 包括事業場等独自番号振出簿 　 包括事業場等独自番号振出簿 30又は常
用

22 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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 安全表彰事業場等名簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

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 有期事業場設置計画届受理簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

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、告示関係 法令、告示関係綴 法令、告示関係綴
常用 1,14 廃棄

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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 安全関係情報統計その他資料綴
3 11,12 廃棄

安全関係報告関係 安全関係報告綴 安全関係報告綴
3 12 廃棄

全国安全週間関係 全国安全週間関係綴 全国安全週間関係綴
5 12 廃棄

安全（衛生）関係復命書関係 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）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）

3 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

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）

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） 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告
関係

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告
綴

安全管理、総括安全衛生管理者選
任報告綴 3 12 廃棄

災害防止計画関係 災害防止計画綴 災害防止計画綴
10 12 廃棄

プレス災害防止総合対策推進関係 プレス災害防止総合対策推進綴 プレス災害防止総合対策推進綴
10 12 廃棄

木工機械災害防止総合対策推進関係 木工機械災害防止総合対策推進綴 木工機械災害防止総合対策推進綴
10 12 廃棄

災害統計関係 災害統計綴 災害統計綴
5 11,12 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 安全 検査・試験 検査関係綴
5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交
付申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交
付申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書
替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

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 クレーン等・ゴンドラ検査申請受
付簿 10 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理
簿

クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理
簿

クレーン等・ゴンドラ設置・変更
届受理簿 10 12 廃棄

クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿
10 12 廃棄

計画届受理簿 計画届受理簿 計画届受理簿
10 12 廃棄

小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿
10 12 廃棄

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・
再交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・
再交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証
書替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請
受付簿 10 12 廃棄

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受
理簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受
理簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変
更届受理簿 10 12 廃棄

工事着手差止め命令関係 工事着手差止め命令等綴 工事着手差止め命令等綴
10 12 廃棄

各種検査申請書関係 各種検査申請書綴 各種検査申請書綴
5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査関
係

クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査申
請書

クレーン等・ゴンドラ落成・変更
検査申請書 5 12 廃棄

クレーン等設置・変更届関係 クレーン等設置・変更届綴 クレーン等設置・変更届綴
5 12 廃棄

ゴンドラ設置・変更届関係 ゴンドラ設置・変更届綴 ゴンドラ設置・変更届綴
5 12 廃棄

第1種圧力容器設置、変更届関係 第1種圧力容器設置、変更届綴 第1種圧力容器設置、変更届綴
5 12 廃棄

定例報告関係 定例報告綴 定例報告綴
5 12 廃棄

報告例規によるもの

特定機械移管関係 特定機械移管関係綴 特定機械移管関係綴
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

総合安衛指導を含む
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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

ボイラー設置、変更届関係 ボイラー設置、変更届綴 ボイラー設置、変更届綴
5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書関係

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書綴

ボイラー第1種圧力容器落成変更検
査申請書綴 5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書関
係

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書綴 ボイラー第1種圧力容器性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告関係 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告綴 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報
告綴 3 12 廃棄

クレーン等設置報告関係 クレーン等設置報告綴 クレーン等設置報告綴
3 12 廃棄

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（石綿関連
文書を除く）

建設工事、土石採取計画届綴（石
綿関連文書を除く） 3 12 廃棄

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） 建設工事計画届綴（石綿関連文
書） 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

建設物、機械等計画届関係 建設物、機械等計画届綴 建設物、機械等計画届綴
3 12 廃棄

小型ボイラー設置報告関係 小型ボイラー設置報告綴 小型ボイラー設置報告綴
3 12 廃棄

第2種圧力容器設置報告関係 第2種圧力容器設置報告綴 第2種圧力容器設置報告綴
3 12 廃棄

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 特定元方事業者事業開始報告綴
3 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告関係 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告綴 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報
告綴 3 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） 災害事故報告関係 災害事故報告綴 　 　 災害事故報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿
5 12 廃棄

災害速報綴を含む

災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 災害調査復命書綴
5 12 廃棄

重大災害に係るものは10年

労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 労働者死傷病報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災害速報簿 災害速報簿 災害速報簿
3 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災防団体関係 災防団体等関係綴 災防団体等関係綴
3 12 廃棄

各種安全協議会を含む

許認可等に関する重要な経緯 衛生関係適用除外許可関係 衛生関係適用除外許可関係綴 衛生関係適用除外許可関係綴 効力消滅
後10年

12（2） 廃棄
個人及び法人の権利利益義務の得喪及びその経
緯の保存年限が最長10年のため

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 労働衛生関係表彰名簿
10 12 廃棄

労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿
10 12 廃棄

安全課関係と共通

衛生関係設備装置等設置届関係 衛生関係設備装置等設置届綴 衛生関係設備装置等設置届綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通

衛生関係報告（定期、随時、臨時）関係 衛生関係報告（定期、随時、臨時）綴 衛生関係報告（定期、随時、臨
時）綴 5 12 廃棄

労働衛生関係報告届出関係 労働衛生関係報告届出綴（石綿関連文書
を除く）

労働衛生関係報告届出綴（石綿関
連文書を除く） 5 12 廃棄

健診結果報告を除く

労働衛生週間関係 労働衛生週間関係綴 労働衛生週間関係綴
5 12 廃棄

衛生関係復命書関係 衛生関係復命書綴 衛生関係復命書綴
3 12 廃棄

安全課関係と共通

産業医、衛生管理者選任報告関係 産業医、衛生管理者選任報告綴 産業医、衛生管理者選任報告綴
3 12 廃棄

建築物解体等作業届（石綿関係）関係 建築物解体等作業届（石綿関係）綴 建築物解体等作業届（石綿関係）
綴 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

労働衛生関係往復文書関係 労働衛生関係往復文書綴 労働衛生関係往復文書綴
3 12 廃棄

労働衛生関係会議等関係 労働衛生関係会議等綴 労働衛生関係会議等綴
3 12 廃棄

粉じん障害防止総合対策関係 粉じん障害防止総合対策綴 粉じん障害防止総合対策綴
10 12 廃棄

振動障害防止総合対策関係 振動障害防止総合対策綴 振動障害防止総合対策綴
10 12 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 労働衛生（健康） 労働者の健康管理 特殊健康診断結果報告綴
3 11 廃棄

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 11 廃棄

健康診断結果報告（一般）関係 健康診断結果報告綴（一般） 健康診断結果報告綴（一般）
3 11 廃棄

心理的負担の程度を把握するための検査
結果等報告関係

心理的負担の程度を把握するための検査
結果等報告綴

心理的負担の程度を把握するため
の検査結果等報告綴

3 11 廃棄
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

労働災害（労働衛生） 事故報告関係 事故報告綴 労働衛生（健康） 労働災害（労働衛生） 事故報告綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通

6/11



事　項 業務の区分 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

労働者死傷病報告（職業性疾病関係）関
係

労働者死傷病報告（職業性疾病関係）綴 労働者死傷病報告（職業性疾病関
係）綴 5 12 廃棄

安全課関係と共通

災害速報関係 災害速報簿 災害速報簿
3 12 廃棄

安全課関係と共通

最低賃金 家内労働法に基づく行政措置関係 家内労働法に基づく行政措置等に関する
綴

賃金 最低賃金 家内労働法に基づく行政措置等に
関する綴 5 12 廃棄

家内労働関係 家内労働関係綴 家内労働関係綴
5 12 廃棄

（含監督関係及び資料、情報関係）

家内労働死傷病届関係 家内労働死傷病届綴 家内労働死傷病届綴
5 12 廃棄

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 最低賃金の減額の特例許可申請処理簿
5 12（2） 廃棄

最低賃金の減額の特例許可綴 最低賃金の減額の特例許可綴
5 12（2） 廃棄

退職手当保全関係 退職手当保全関係綴 退職手当保全関係綴
5 12 廃棄

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 賃金構造基本統計調査関係綴
5 － 廃棄

（含実施通達）

委託状況届関係 委託状況届綴 委託状況届綴
3 12 廃棄

最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿 最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿 最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿
3 12 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金 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
3 12 廃棄

業務監察に関する事項 労災保険給付 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 年金給付決定関係 年金給付決定関係綴 年金給付決定関係綴 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿
1 11 廃棄

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 社会復帰促進等事業申請書送達簿 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

審査関係 審査関係綴 審査関係綴
10 11 廃棄

スライド（告示）関係 スライド関係（告示）綴 スライド関係（告示）綴
10 11 廃棄

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）

適正給付管理名簿（せき損、じん
肺、その他） 10 11 廃棄

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 保険給付不支給決定請求書綴
10 11 廃棄

求償権取得完結関係 求償権取得完結綴 求償権取得完結綴
5 11,12 廃棄

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

主任収入官吏・歳入歳出外現金出
納官吏引継書綴 5 11,12 廃棄

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

判決書又は和解調関係 判決書（副本） 判決書（副本）
10 11（6） 原則廃棄

訴訟終結後10年

労災保険給付 職業病相談票綴 職業病相談票綴 職業病相談票綴
1 11 廃棄

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 第2種特別加入保険料申告書内訳綴
5 11,12 廃棄

第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳
7 11,12 廃棄

　

第三者行為災害届関係 第三者行為災害届綴 第三者行為災害届綴

7 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

年金移行対象者名簿 年金移行対象者名簿 年金移行対象者名簿
1 11 廃棄

年次業務計画関係 年次業務計画綴 年次業務計画綴
1 － 廃棄

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）

労災保険給付等調査復命書綴(石綿
関連文書を除く）

5 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

労災保険給付等調査復命書（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）

労災保険給付等調査復命書綴（石
綿関連文書） 常用 11,12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

援護費転帰・追給・回収リスト関係 援護費転帰・追給・回収リスト綴 援護費転帰・追給・回収リスト綴
3 11 廃棄

海外派遣に関する報告書送達関係 海外派遣に関する報告書送達綴 海外派遣に関する報告書送達綴
1 11 廃棄

7/11



事　項 業務の区分 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

事業場実地調査書関係 事業場実地調査書綴 事業場実地調査書綴

3 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

受給者別年金関係 受給者別年金関係綴 受給者別年金関係綴

3 11 廃棄

失権の翌年度の４月１日から起算
「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

業務上疾病関係整理簿 業務上疾病関係整理簿 業務上疾病関係整理簿

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

業務上疾病処理経過一覧表 業務上疾病処理経過一覧表 業務上疾病処理経過一覧表

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

社会復帰関係 社会復帰関係綴 社会復帰関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 請求書取下げ願綴
3 11 廃棄

専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 専門医意見書依頼関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害求償四半期報関係 第三者行為災害求償四半期報綴 第三者行為災害求償四半期報綴

3 11,12 廃棄

・三者システムから出力した帳票のうち、事案
の進行管理に用いるものであって、年次報告
等、複数年度における管理に用いる帳票を含
む。

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・解任届関係 代理人選任・解任届綴 代理人選任・解任届綴
3 12 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・回答関係 他局署調査依頼・回答綴 他局署調査依頼・回答綴
3 11 廃棄

治ゆ認定通知関係 治ゆ認定通知綴 治ゆ認定通知綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 適正給付管理関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

陳情関係 陳情関係綴 陳情関係綴
1 11 廃棄

労災保険業務統計報告関係 労災保険業務統計報告綴 労災保険業務統計報告綴
3 11 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 30又は常
用

12 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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書綴 労働保険事務組合認可申請書綴
5 12（2） 廃棄

許認可等の効力消滅後５年

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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 特別加入申請書送達綴 特別加入申請書送達綴
1 11,12 廃棄

特別加入脱退申請書（第3種を含む）関係 特別加入脱退申請書（第3種を含む）送達
綴

特別加入脱退申請書（第3種を含
む）送達綴 1 11,12 廃棄

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
関係

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
送達綴

特別加入に関する変更届（第3種を
含む）送達綴 1 11,12 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 保険関係成立届関係文書
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 名称・所在地等変更届関係文書
5 12 廃棄

任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係文書 任意加入申請書類関係文書
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 継続事業一括申請書関係文書
5 12 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

下請負人を事業主とする認可申請書関係
文書

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

労働保険適用 任意加入申請に係る通知関係 任意加入申請に係る通知文書 任意加入申請に係る通知文書
3 12 廃棄

保険料申告書関係 保険料申告書関係文書 保険料申告書関係文書
3 12 廃棄

8/11



事　項 業務の区分 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

継続事業一括申請に係る通知関係 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
3 12 廃棄

有期確定未申告事業リスト関係 有期確定未申告事業リスト綴 有期確定未申告事業リスト綴
3 12 廃棄

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
通知関係

下請負人を事業主とする認可申請に係る
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 3 12（2） 廃棄

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 労働保険適用徴収関係書類送付書
綴 3 12 廃棄

一括有期事業開始届関係 一括有期事業開始届綴 一括有期事業開始届綴
3 12 廃棄

一括有期事業報告書関係 一括有期事業報告書綴 一括有期事業報告書綴
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 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 保険関係消滅申請関係文書
3 12 廃棄

各種徴収決定仕訳書関係 各種徴収決定仕訳書綴 各種徴収決定仕訳書綴
3 12 廃棄

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 継続メリット制適用事業場名簿綴
3 12 廃棄

年更リスト関係 年更リスト綴 年更リスト綴
3 12 廃棄

保険給付変更通知書関係 保険給付変更通知書関係綴 保険給付変更通知書関係綴
3 12 廃棄

保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 保険料算定基礎調査書綴
3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿 納付受託証券再委託受払簿 労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿
3 12 廃棄

納付受託証券再委託残高証明書関係 納付受託証券再委託残高証明書綴 納付受託証券再委託残高証明書綴
3 12 廃棄

納付受託証券整理関係 納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿
3 12 廃棄

納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分
任） 3 12 廃棄

納付受託証書関係 納付受託証書 納付受託証書
3 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

費用徴収関係 費用徴収関係綴 費用徴収関係綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書関係 歳入歳出外現金出納計算書綴 歳入歳出外現金出納計算書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書関
係

歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書綴 歳入歳出外現金出納計算書附属証
拠書綴 3 12 廃棄

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） 歳入歳出外現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

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） 収入官吏現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

収入金現金出納計算書（証明書を含む）
関係

収入金現金出納計算書（証明書を含む）
綴

収入金現金出納計算書（証明書を
含む）綴 3 12 廃棄

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 収入金現金出納計算書附属証拠書
綴 5 12 廃棄

現金払込書関係 現金払込書 現金払込書
5 12 廃棄

現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書
3 12 廃棄

現金領収証書関係 現金領収証書 現金領収証書
5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

現金領収証書等引継書関係 現金領収証書等引継書綴 現金領収証書等引継書綴
5 12 廃棄

納付受託証券の月末残高等報告書関係 納付受託証券の月末残高等報告書綴 納付受託証券の月末残高等報告書
綴 3 12 廃棄

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 納付受託証券不渡等決議書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金領収証書関係 歳入歳出外現金領収証書 歳入歳出外現金領収証書
5 12 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 労災補償 労災保険短期給付リス
ト

５号等入力結果一覧表

1 11 廃棄

以下の保存期間を１年としているリストのう
ち、リストの内容を確認しなくとも職務上特段
の支障を生じないものについては、B文書（保
存期間１年未満）として整理し、ファイル管理
簿に記載する必要がないため行政文書ファイル
管理簿から削除する。

事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表
1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表
1 11 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

全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト
1 11 廃棄

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 全給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

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 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 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

業務処理日報 業務処理日報 業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリ
スト 1 11 廃棄

審査関係リスト 審査関係リスト 審査関係リスト
1 11 廃棄

審査関係要求票メッセージリスト 審査関係要求票メッセージリスト 審査関係要求票メッセージリスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト
1 11 廃棄

決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

長期受給者リスト 長期受給者リスト 長期受給者リスト
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

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 治ゆ・死亡年月日未登記リスト
1 11 廃棄

支払内訳表 支払内訳表 支払内訳表
1 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

労災保険短期給付リスト 指定医療機関名簿 指定医療機関名簿 指定医療機関名簿
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 休業厚年情報照合結果リスト
1 11 廃棄

労災保険年金給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険年金給付リス
ト

業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト
1 11 廃棄

一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト
1 11 廃棄

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 厚年等未調整・厚年等年額未登記
リスト 1 11 廃棄

内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト
1 11 廃棄

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

失権差額一時金・未支給年金未処
理リスト 1 11 廃棄

支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト
1 11 廃棄

債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト
1 11 廃棄

年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト
1 11 廃棄

転給未処理リスト 転給未処理リスト 転給未処理リスト
1 11 廃棄

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 年金・一時金データ登記未処理リ
スト 1 11 廃棄

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 年金・一時金決議書未入力リスト
1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（登
録） 1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（変
更） 1 11 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

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） 年金・一時金処理件数リスト（訂
正） 1 11 廃棄

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 受給権者金融機関変更リスト
1 11 廃棄

指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト
1 11 廃棄

支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト
1 11 廃棄

支払取消リスト 支払取消リスト 支払取消リスト
1 11 廃棄

支払回収データリスト 支払回収データリスト 支払回収データリスト
1 11 廃棄

支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 支払事故通知リスト
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

決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 決議書破棄リスト
1 11 廃棄

所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト
1 11 廃棄

定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト
1 11 廃棄

年金支払明細表 年金支払明細表 年金支払明細表
1 11 廃棄

年金額等変更リスト 年金額等変更リスト 年金額等変更リスト
1 11 廃棄

債権管理票 債権管理票 債権管理票
1 11 廃棄

削除データチェックリスト 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

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

厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト
1 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険介護(補償)給
付リスト

業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

給付保留状況リスト 給付保留状況リスト 給付保留状況リスト
1 11 廃棄

給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

保留解除対象リスト 保留解除対象リスト 保留解除対象リスト
1 11 廃棄

給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表
1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト
1 11 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 平成29年度新規追加

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 平成29年度新規追加

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 平成29年度新規追加

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 特定個人情報ファイル簿
常用 22 未定 平成29年度新規追加
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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 備考

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 庶務 文書台帳 公示訓令原簿 30 － 廃棄
取得した文書の管理を行うための帳簿 収受文書台帳 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 発議文書台帳 発議文書台帳 30 22 廃棄
電報受付送付関係 電報受付送付簿 電報受付送付簿 5 - 廃棄
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 特殊取扱郵便等受付送付簿 5 - 廃棄
郵便物発送関係 郵便物発送簿 郵便物発送簿 5 - 廃棄
郵便料金表示額記録関係 郵便料金表示額記録簿 郵便料金表示額記録簿 5 - 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 3 - 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

行政文書ファイル管理簿 行政文書ファイル管理簿
常用 - 未定 一元的な文書管理システムで調製

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。）

廃棄実施簿
30 - 廃棄

令和元年９月２日付け事務連絡「行政文書ファイ
ルの廃棄について」記４

情報セキュリティ関係文書 総務 情報セキュリティ関係文書 10 - 廃棄
電磁的記録媒体管理簿 電磁的記録媒体管理簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体登録簿 外部電磁的記録媒体登録簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体貸出管理簿 外部電磁的記録媒体貸出管理簿 5 - 廃棄
外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 外部電磁的記録媒体庁舎外持出し許可簿 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 庶務 職員の勤務時間 勤務時間 　 　
　出勤簿 　出勤簿

5
－

廃棄
作成の日から起算

　週休日の振替等命令簿 　週休日の振替等命令簿
5

－
廃棄

　代休日指定簿 　代休日指定簿
5

－
廃棄

休暇簿関係 休暇簿 　
　年次休暇 　年次休暇

5
－

廃棄
翌年度の４月１日から起算

　病気・特別休暇 　病気・特別休暇
5

－
廃棄

翌年度の４月１日から起算

　介護休暇 　介護休暇
5

－
廃棄

翌年度の４月１日から起算

　妊婦健診通勤願 　妊婦健診通勤願
3

－
廃棄

　職員（妊婦）の勤務時間免除願 　職員（妊婦）の勤務時間免除願
3

－
廃棄

超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務関係

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿 6
－

廃棄
作成の日の翌年度の４月１日から起算

　超過勤務予定者報告書 　超過勤務予定者報告書 6
－

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

－
廃棄

翌年度の４月１日から起算

　育児又は介護状況変更届 　育児又は介護状況変更届
3

－
廃棄

翌年度の４月１日から起算

非常勤職員関係 非常勤職員関係 非常勤職員関係
5

－
廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特地勤務手当関係 特地勤務手当 庶務 職員の諸手当 特地勤務手当
5

－
廃棄

支給をしなくなった翌年度の４月１日から起算

特殊勤務手当等関係 特殊勤務手当等   
　特殊勤務実績簿 　特殊勤務実績簿 6

－
廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

　特殊勤務手当整理簿 　特殊勤務手当整理簿 6
－

廃棄
作成の日の翌年度の４月１日から起算

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 庶務 職員の服務 海外渡航承認、海外出張 3 － 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 行政監察 行政監察綴 10 － 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 庶務 防災 防災業務計画 10 － 廃棄

防災関係 防災関係綴 防災関係綴 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 庶務 職員の福利厚生 健康診断関係綴 3 － 廃棄

公務災害関係 公務災害関係綴 公務災害関係綴 5 － 廃棄

情報セキュリティ関係等

令和３年度沖縄労働局沖縄労働基準監督署　行政文書保存期間表

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
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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） 庶務 物品管理 物品管理簿（重要物品） 常用 － 廃棄
物品供用関係 物品供用簿（重要物品） 物品供用簿（重要物品） 常用 － 廃棄
物品管理関係 物品管理簿（備品） 物品管理簿（備品） 常用 － 廃棄
物品供用関係 物品供用簿（備品） 物品供用簿（備品） 常用 － 廃棄
物品管理関係 物品管理簿（消耗品） 物品管理簿（消耗品） 常用 － 廃棄
物品供用関係 物品供用簿（消耗品） 物品供用簿（消耗品） 常用 － 廃棄
物品管理換通知書関係 物品管理換通知書綴 物品管理換通知書綴 5 － 廃棄 請求書、受領書含む。

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 物品増減及び現在額報告書 5 － 廃棄
物品不用決定関係 物品不用決定関係 物品不用決定関係 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 納付受託 納付受託関係 納付受託証書受払簿 庶務 納付受託 納付受託証書受払簿 5 － 廃棄
納付受託証書原符綴 納付受託証書原符綴 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
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 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

官用車修理要求書関係 官用車修理要求書 官用車修理要求書 3 － 廃棄
官用車事故報告書関係 官用車事故報告書 官用車事故報告書 3 － 廃棄
官用車運転日報関係 官用車運転日報 官用車運転日報 1 － 廃棄
旅行命令関係 旅行命令簿 旅行命令簿 5 － 廃棄
出張復命書関係 出張復命書 出張復命書 5 － 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 会計事故報告 会計関係事故報告書関係 会計関係事故報告書綴 庶務 会計事故報告 会計関係事故報告書綴 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 庶務 職員の給与 支給関係 　

　基準給与簿 　基準給与簿 5 － 廃棄 翌年度の４月１日から起算

　職員別給与簿 　職員別給与簿 5 － 廃棄 翌年度の４月１日から起算

給与関係実績報告関係 給与関係実績報告綴 給与関係実績報告綴 5 － 廃棄
給与支払報告書関係 給与支払報告書綴 給与支払報告書綴 5 － 廃棄
地方税、所得税、共済掛金控除関係 地方税、所得税、共済掛金控除関係綴 地方税、所得税、共済掛金控除関係綴 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

会計事務補助者命免簿綴 庶務 経理・出納 会計事務補助者命免簿綴
5 － 廃棄

前渡資金出納計算書綴 前渡資金出納計算書綴 5 － 廃棄
現金振込書・領収証書綴 現金振込書・領収証書綴 5 － 廃棄
現金領収証原符綴 現金領収証原符綴 5 － 廃棄
現金出納簿（資金前渡官吏） 現金出納簿（資金前渡官吏） 5 － 廃棄
小切手原符国庫金振替書原附 小切手原符国庫金振替書原附 5 － 廃棄
前渡資金科目整理簿 前渡資金科目整理簿 5 － 廃棄
前渡資金出納計算書同附属証拠書控 前渡資金出納計算書同附属証拠書控 5 － 廃棄
小切手等受払簿 小切手等受払簿 5 － 廃棄
国庫金送金（振込）請求書綴 国庫金送金（振込）請求書綴 5 － 廃棄 明細書を含む

国庫金送金（振込）請求書訂正願
同取消決議書等綴

国庫金送金（振込）請求書訂正願
同取消決議書等綴

5 － 廃棄

国庫金振替通知書綴 国庫金振替通知書綴 5 － 廃棄
取得請求発注決議書綴（ガソリン） 取得請求発注決議書綴（ガソリン） 5 － 廃棄
証拠書類（支払決議書） 証拠書類（支払決議書） 5 － 廃棄
返納金領収証書受払簿 返納金領収証書受払簿 5 － 廃棄
返納金領収書原符綴 返納金領収書原符綴 5 － 廃棄
前金・概算払整理簿 前金・概算払整理簿 5 － 廃棄
前渡資金交付関係綴 前渡資金交付関係綴 5 － 廃棄
未到達国庫金送金通知書整理簿 未到達国庫金送金通知書整理簿 5 － 廃棄
郵便切手使用明細書請求書綴 郵便切手使用明細書請求書綴 5 － 廃棄
預託金月計突合表及び支払整理簿綴 預託金月計突合表及び支払整理簿綴 5 － 廃棄
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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 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

効力消滅後5年 12（2） 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 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
休憩自由利用除外許可申請書綴 休憩自由利用除外許可申請書綴

効力消滅後5年 12（2） 廃棄
　

監督に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳
30又は常用 22 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

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

集団入抗の場合の時間計算特例許可申請書綴
効力消滅後5年 12（2） 廃棄

　

重量物取扱除外許可申請書綴 効力消滅後5年 12（2） 廃棄 　

職業訓練に関する特例許可に関する書類綴 効力消滅後5年 12（2） 廃棄 　

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書綴 効力消滅後5年 12（2） 廃棄 　

監督に関する事項 監督業務 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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴すること。

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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴すること。
使用停止等命令等の不利益処分が含まれる場合に
は、保存期間を5年とする。

監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連文書） 監督復命書綴（石綿関連文書）
常用 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

行政運営関係 行政運営綴 行政運営綴 5 － 廃棄
貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 貯蓄金管理協定綴 5 － 廃棄
監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督関係報告綴 3 － 廃棄
監督計画関係 監督計画綴 監督計画綴 5 － 廃棄
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 立替払認定及び確認復命書 5 － 廃棄
立替払認定及び確認台帳関係 立替払認定及び確認台帳 立替払認定及び確認台帳 5 － 廃棄
監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 3 － 廃棄
集団指導関係 集団指導に関する書類綴 集団指導に関する書類綴 5 － 廃棄
出頭要求簿関係 出頭要求簿 出頭要求簿 3 － 廃棄
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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴すること。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とするこ

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴すること。
出頭命令等の不利益処分が含まれる場合には、保
存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とするこ

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 要監理事業場台帳 3 － 廃棄
公益通報処理台帳完結関係 公益通報処理台帳完結綴 公益通報処理台帳完結綴 3 － 廃棄
公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 3 － 廃棄
申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 3 － 廃棄
月別監督計画関係 月別監督計画綴 月別監督計画綴 3 － 廃棄
適用事業報告関係 適用事業報告綴 適用事業報告綴 3 － 廃棄
有期事業適用事業報告関係 有期事業適用事業報告綴 有期事業適用事業報告綴 3 － 廃棄
預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 預金管理状況報告綴 3 － 廃棄
紛争解決援助制度相談関係 紛争解決援助制度相談綴 紛争解決援助制度相談綴 3 － 廃棄
通報関係 通報関係綴 通報関係綴 1 － 廃棄
確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 確認対象事業場名簿綴 3 － 廃棄
監督指導業務運営要領関係 監督指導業務運営要領綴 監督指導業務運営要領綴 10 － 廃棄 各地方局版通達集

相談等記録票関係 相談等記録票綴 相談等記録票綴 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

監督業務 代休付与命令関係 代休付与命令綴 代休付与命令綴
5 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 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

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

就業環境 就業規則受理索引簿 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又は常用 － 未定 　

有期事業就業規則関係 有期事業就業規則綴 有期事業就業規則綴 3 － 廃棄
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

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

解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 解雇予告除外認定綴 3 － 廃棄
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 時間外・休日労働に関する協定届綴 3 － 廃棄

交替制による深夜時間延長許可申請書関係 交替制による深夜時間延長許可申請書綴 交替制による深夜時間延長許可申請書綴 3 － 廃棄

断続的な宿直又は日直勤務許可申請書綴
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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 就業規則届出綴
5 － 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

１ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届綴
3 － 廃棄

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

１年単位の変形労働時間制に関する協定届綴
3 － 廃棄

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

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

時間外労働・休日労働に関する労働時間等
設定改善委員会決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労働時間等
設定改善委員会決議届綴

時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善
委員会決議届綴

3 － 廃棄

時間外労働・休日労働に関する労使委員会
の決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労使委員会
の決議届

時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届
3 － 廃棄

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 事業場外労働に関する協定届綴 3 － 廃棄
企画業務型裁量労働制に関する決議届綴関 企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 3 － 廃棄
企画業務型裁量労働制に関する報告綴関係 企画業務型裁量労働制に関する報告綴 企画業務型裁量労働制に関する報告綴 3 － 廃棄
専門業務型裁量労働制に関する協定届綴関 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 3 － 廃棄
高度プロフェッショナル制度に関する決議
届綴関係

高度プロフェッショナル制度に関する決議
届綴

高度プロフェッショナル制度に関する決議届綴
3 － 廃棄

高度プロフェッショナル制度に関する報告
綴関係

高度プロフェッショナル制度に関する報告
綴

高度プロフェッショナル制度に関する報告綴
3 － 廃棄

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

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

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 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿
30又は常用 22 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

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

効力消滅後5年 12（2） 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
寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 寄宿舎設置届綴 5 － 廃棄
有期事業寄宿舎規則関係 有期事業寄宿舎規則綴 有期事業寄宿舎規則綴 3 － 廃棄

システム 未加入事業場等独自番号振出簿 未加入事業場等独自番号振出簿 監督 システム 未加入事業場等独自番号振出簿
30又は常用 22 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

包括事業場等独自番号振出簿 包括事業場等独自番号振出簿 　 包括事業場等独自番号振出簿
30又は常用 22 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

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 労働基準行政システム関係綴 3 － 廃棄
12 法人の権利義務の得喪及びその経

緯
労働安全 安全・衛生管理者台帳 安全・衛生管理者台帳 安全 労働安全 安全・衛生管理者台帳

10又は常用 － 廃棄
安全推進員を含む。年度ごとに編綴していない場
合には「常用」とする。

安全表彰事業場等名簿 安全表彰事業場等名簿 安全表彰事業場等名簿 10 － 廃棄 労働衛生課関係と共通

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 有期事業場設置計画届受理簿 10 － 廃棄 労働衛生課関係と共通

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、告示関係 法令、告示関係綴 法令、告示関係綴
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 安全関係情報統計その他資料綴
3 － 廃棄

安全関係報告関係 安全関係報告綴 安全関係報告綴 3 － 廃棄
全国安全週間関係 全国安全週間関係綴 全国安全週間関係綴 5 － 廃棄
安全（衛生）関係復命書関係 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）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）

3 － 廃棄
労働衛生課関係と共通

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）

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）

常用 － 未定
具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告関 安全管理、総括安全衛生管理者選任報告綴 安全管理、総括安全衛生管理者選任報告綴 3 － 廃棄
災害防止計画関係 災害防止計画綴 災害防止計画綴 10 － 廃棄
プレス災害防止総合対策推進関係 プレス災害防止総合対策推進綴 プレス災害防止総合対策推進綴 10 － 廃棄
木工機械災害防止総合対策推進関係 木工機械災害防止総合対策推進綴 木工機械災害防止総合対策推進綴 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 災害統計関係 災害統計綴 災害統計綴
5 － 廃棄
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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 安全 検査・試験 検査関係綴
5 － 廃棄

移動式クレーン台帳 移動式クレーン台帳 移動式クレーン台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

エレベーター台帳 エレベーター台帳 エレベーター台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

各種特定機械台帳 各種特定機械台帳 各種特定機械台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳
30又は常用 － 廃棄

労働衛生課関係と共通　　　年度ごとに編綴して
いない場合には「常用」とする。

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交付
申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交付
申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交付申請受付
簿

10 － 廃棄

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 クレーン等・ゴンドラ検査申請受付簿 10 － 廃棄
クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理簿 クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理簿 クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理簿 10 － 廃棄
クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿 10 － 廃棄
計画届受理簿 計画届受理簿 計画届受理簿 10 － 廃棄
継続事業場設置届等受理簿 継続事業場設置届等受理簿 継続事業場設置届等受理簿 10 － 廃棄
小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿 10 － 廃棄
ゴンドラ台帳 ゴンドラ台帳 ゴンドラ台帳

30又は常用 － 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

第1種圧力容器台帳 第1種圧力容器台帳 第1種圧力容器台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

デリック台帳 デリック台帳 デリック台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

統括安全衛生管理者等台帳 統括安全衛生管理者等台帳 統括安全衛生管理者等台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・再
交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・再
交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・再交付申請
受付簿

10 － 廃棄

ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 10 － 廃棄
ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受理
簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受理
簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受理簿
10 － 廃棄

ボイラー台帳 ボイラー台帳 ボイラー台帳
30又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

工事着手差止め命令関係 工事着手差止め命令等綴 工事着手差止め命令等綴 10 － 廃棄
各種検査申請書関係 各種検査申請書綴 各種検査申請書綴 5 － 廃棄
クレーン等・ゴンドラ代行検査結果報告関 クレーン等・ゴンドラ代行検査結果報告綴 クレーン等・ゴンドラ代行検査結果報告綴 5 － 廃棄
クレーン等・ゴンドラ代行検査受検報告関 クレーン等・ゴンドラ代行検査受検報告綴 クレーン等・ゴンドラ代行検査受検報告綴 5 － 廃棄
クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査関係 クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査申請 クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査申請書 5 － 廃棄
クレーン等設置・変更届関係 クレーン等設置・変更届綴 クレーン等設置・変更届綴 5 － 廃棄
欠陥機械関係 欠陥機械関係綴 欠陥機械関係綴 5 － 廃棄
ゴンドラ設置・変更届関係 ゴンドラ設置・変更届綴 ゴンドラ設置・変更届綴 5 － 廃棄
第1種圧力容器設置、変更届関係 第1種圧力容器設置、変更届綴 第1種圧力容器設置、変更届綴 5 － 廃棄
定例報告関係 定例報告綴 定例報告綴 5 － 廃棄 報告例規によるもの

特定機械移管関係 特定機械移管関係綴 特定機械移管関係綴 5 － 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 － 廃棄 総合安衛指導を含む

ボイラー設置、変更届関係 ボイラー設置、変更届綴 ボイラー設置、変更届綴 5 － 廃棄
ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請書
関係

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請書
綴

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請書綴
5 － 廃棄

ボイラー第1種圧力容器代行検査受検報告関
係

ボイラー第1種圧力容器代行検査受検報告綴 ボイラー第1種圧力容器代行検査受検報告綴
5 － 廃棄

ボイラー第1種圧力容器代行検査結果報告関
係

ボイラー第1種圧力容器代行検査結果報告綴 ボイラー第1種圧力容器代行検査結果報告綴
5 － 廃棄

機械等貸与事業状況報告関係 機械等貸与事業状況報告綴 機械等貸与事業状況報告綴 3 － 廃棄
クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告関係 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告綴 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告綴 3 － 廃棄
クレーン等設置報告関係 クレーン等設置報告綴 クレーン等設置報告綴 3 － 廃棄
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（石綿関連文

書を除く）
建設工事、土石採取計画届綴（石綿関連文書を除
く）

3 － 廃棄

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） 建設工事計画届綴（石綿関連文書）
常用 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

建設物、機械等計画届関係 建設物、機械等計画届綴 建設物、機械等計画届綴 3 － 廃棄
計画届免除認定事業場管理簿 計画届免除認定事業場管理簿 計画届免除認定事業場管理簿

30又は常用 － 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

計画届免除認定関係 計画届免除認定関係綴 計画届免除認定関係綴 3 － 廃棄
建設用リフト台帳 建設用リフト台帳 建設用リフト台帳 3 － 廃棄
小型ボイラー設置報告関係 小型ボイラー設置報告綴 小型ボイラー設置報告綴 3 － 廃棄
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 特定元方事業者事業開始報告綴 3 － 廃棄
ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告関係 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告綴 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告綴 3 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働災害（労働安全） 無災害記録樹立事業場名簿 無災害記録樹立事業場名簿 安全 労働災害（労働安全） 無災害記録樹立事業場名簿
10 － 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働災害（労働安全） 無災害記録関係 無災害記録関係綴 無災害記録関係綴
5 － 廃棄

災害事故報告関係 災害事故報告綴 災害事故報告綴 5 － 廃棄 労働衛生課関係と共通

災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 5 － 廃棄 災害速報綴を含む

災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 災害調査復命書綴 5 － 廃棄 重大災害に係るものは10年

災害防止協議会関係 災害防止協議会関係綴 災害防止協議会関係綴 5 － 廃棄
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 安特、下混、災害多発事業場関係綴 5 － 廃棄
労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 労働者死傷病報告綴 5 － 廃棄 労働衛生課関係と共通

災害速報簿 災害速報簿 災害速報簿 3 － 廃棄 労働衛生課関係と共通

災防団体関係 災防団体等関係綴 災防団体等関係綴 3 － 廃棄 各種安全協議会を含む
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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・衛生管理者台帳（産業医を含む） 安全・衛生管理者台帳（産業医を含む） 労働衛生（健康） 労働衛生管理 安全・衛生管理者台帳（産業医を含む）
10又は常用 － 廃棄

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

衛生関係設備装置等設置届受理簿 衛生関係設備装置等設置届受理簿 衛生関係設備装置等設置届受理簿 10 － 廃棄 安全課関係と共通

許認可等に関する重要な経緯 衛生関係適用除外許可関係 衛生関係適用除外許可関係綴 衛生関係適用除外許可関係綴 効力消滅後10
年

12（2） 廃棄
個人及び法人の権利利益義務の得喪及びその経緯
の保存年限が最長10年のため

労働衛生管理 衛生管理者、産業医、安全管理者台帳 衛生管理者、産業医、安全管理者台帳 衛生管理者、産業医、安全管理者台帳 10 － 廃棄
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 労働衛生関係許可認定関係綴 10 12（2） 廃棄
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 労働衛生関係表彰名簿 10 － 廃棄

労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿 10 － 廃棄 安全課関係と共通

衛生関係設備装置等設置届関係 衛生関係設備装置等設置届綴 衛生関係設備装置等設置届綴 5 － 廃棄 安全課関係と共通

衛生関係報告（定期、随時、臨時）関係 衛生関係報告（定期、随時、臨時）綴 衛生関係報告（定期、随時、臨時）綴 5 － 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 － 廃棄

衛生管理特別指導事業場（石綿関連文書）
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 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

全国労働衛生週間関係 全国労働衛生週間関係綴 全国労働衛生週間関係綴 5 － 廃棄
労働衛生関係 労働衛生関係綴 労働衛生関係綴 5 － 廃棄 災害調査・測定指導等

労働衛生関係定例報告関係 労働衛生関係定例報告綴 労働衛生関係定例報告綴 5 － 廃棄
労働衛生関係報告届出関係 労働衛生関係報告届出綴（石綿関連文書を

除く）
労働衛生関係報告届出綴（石綿関連文書を除く）

5 － 廃棄
健診結果報告を除く

労働衛生週間関係 労働衛生週間関係綴 労働衛生週間関係綴 5 － 廃棄
衛生関係復命書関係 衛生関係復命書綴 衛生関係復命書綴 3 － 廃棄 安全課関係と共通

産業医、衛生管理者選任報告関係 産業医、衛生管理者選任報告綴 産業医、衛生管理者選任報告綴 3 － 廃棄
許認可等に関する重要な経緯 製造禁止物質の製造、輸入、使用許可申請

書関係
製造禁止物質の製造、輸入、使用許可申請
書（石綿関係文書を除く）

製造禁止物質の製造、輸入、使用許可申請書（石綿
関係文書を除く）

3 12（2） 廃棄
許可申請書の使用等の期間を考慮し、必要年数延
期

石綿等の製造、輸入、使用許可申請書（石
綿関連文書）関係

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）

常用 12（2） 未定
具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

特定化学物質等製造許可申請関係 特定化学物質等製造許可申請関係 特定化学物質等製造許可申請関係 効力消滅後10
年

12（2） 廃棄
個人及び法人の権利利益義務の得喪及びその経緯
の保存年限が最長10年のため

労働衛生管理 タンク内業務届関係 タンク内業務届 タンク内業務届 3 － 廃棄
有害物表示制度の通報関係 有害物表示制度の通報関係綴 有害物表示制度の通報関係綴 3 － 廃棄
建築物解体等作業届（石綿関係）関係 建築物解体等作業届（石綿関係）綴 建築物解体等作業届（石綿関係）綴

常用 － 未定
具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

廃止事業場記録等報告書関係 廃止事業場記録等報告書（石綿関連文書を
除く）

廃止事業場記録等報告書（石綿関連文書を除く）
30 － 廃棄

記録作成日の翌年度から起算。

廃止事業場石綿関係記録等報告書関係 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
常用 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

労働衛生関係会議等関係 労働衛生関係会議等綴 労働衛生関係会議等綴 3 － 廃棄
粉じん障害防止総合対策関係 粉じん障害防止総合対策綴 粉じん障害防止総合対策綴 10 － 廃棄
快適職場関係 快適職場関係綴 快適職場関係綴 5 － 廃棄
振動障害防止総合対策関係 振動障害防止総合対策綴 振動障害防止総合対策綴 10 － 廃棄
小規模事業場安全衛生活動関係 小規模事業場安全衛生活動関係綴 小規模事業場安全衛生活動関係綴 5 － 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係綴関係 じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文書
を除く）

労働衛生（健康） 労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文書を除く）
30 － 廃棄

じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文
書）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 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

特殊健康診断結果報告関係 特殊健康診断結果報告綴 特殊健康診断結果報告綴 3 － 廃棄
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 － 廃棄
健康診断結果報告（一般）関係 健康診断結果報告綴（一般） 健康診断結果報告綴（一般） 3 － 廃棄
心理的負担の程度を把握するための検査結
果等報告関係

心理的負担の程度を把握するための検査結
果等報告綴

心理的負担の程度を把握するための検査結果等報告
綴

3 － 廃棄
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

労働災害（労働衛生） 事故報告関係 事故報告綴 労働衛生（健康） 労働災害（労働衛生） 事故報告綴
5 － 廃棄

安全課関係と共通

労働者死傷病報告（職業性疾病関係）関係 労働者死傷病報告（職業性疾病関係）綴 労働者死傷病報告（職業性疾病関係）綴 5 － 廃棄 安全課関係と共通

災害速報関係 災害速報簿 災害速報簿 3 － 廃棄 安全課関係と共通

工業中毒特殊疾病報告関係 工業中毒特殊疾病報告綴 工業中毒特殊疾病報告綴 3 － 廃棄
12 法人の権利義務の得喪及びその経

緯
最低賃金 家内労働法に基づく行政措置関係 家内労働法に基づく行政措置等に関する綴 賃金 最低賃金 家内労働法に基づく行政措置等に関する綴

5 － 廃棄

家内労働関係 家内労働関係綴 家内労働関係綴 5 － 廃棄 （含監督関係及び資料、情報関係）

家内労働死傷病届関係 家内労働死傷病届綴 家内労働死傷病届綴 5 － 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
最低賃金の減額の特例許可申請処理簿 最低賃金の減額の特例許可申請処理簿

5 12（2） 廃棄

最低賃金の減額の特例許可綴 最低賃金の減額の特例許可綴 5 12（2） 廃棄
最低賃金 退職手当保全関係 退職手当保全関係綴 退職手当保全関係綴 5 － 廃棄

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 － 廃棄 （含実施通達）

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 委託状況届綴
3 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金 最低賃金関係通達関係 最低賃金関係通達綴 最低賃金 最低賃金関係通達綴 1 － 廃棄
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 3 － 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 平均賃金決定関係 平均賃金決定関係綴 平均賃金決定関係綴
5 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 統計調査員及び臨時集計員発令関係 統計調査員及び臨時集計員発令関係綴 統計調査員及び臨時集計員発令関係綴 3 － 廃棄 （含実施通達）

賃金に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 賃金制度関係 賃金制度関係綴 賃金制度関係綴 3 － 廃棄
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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 労災補償及び労働保険
適用徴収

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
5 － 廃棄

官庁連絡会議関係 官庁連絡会議綴 官庁連絡会議綴 3 － 廃棄 医師会主催の関係官庁との定例会議

12 法人の権利義務の得喪及びその経
緯

労災保険給付 銀行関係契約書関係 銀行関係契約書綴 銀行関係契約書綴
30又は常用 － 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

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 労災補償 労災保険給付 年金給付決定関係綴
30又は常用 － 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿 1 － 廃棄
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 社会復帰促進等事業申請書送達簿

30又は常用 － 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

審査又は仲裁審査請求関係 審査又は仲裁審査請求 審査又は仲裁審査請求 10 － 廃棄 労基法第8章関係

審査関係 審査関係綴 審査関係綴 10 － 廃棄
スライド（告示）関係 スライド関係（告示）綴 スライド関係（告示）綴 10 － 廃棄
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）

適正給付管理名簿（せき損、じん肺、その他）
10 － 廃棄

年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 10 － 廃棄
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 保険給付不支給決定請求書綴 10 － 廃棄
求償権差し控え送達関係 求償権差し控え送達綴 求償権差し控え送達綴 5 － 廃棄
求償権取得完結関係 求償権取得完結綴 求償権取得完結綴 5 － 廃棄
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

主任収入官吏・歳入歳出外現金出納官吏引継書綴
5 － 廃棄

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

判決書又は和解調関係 判決書（副本） 判決書（副本）
10 － 原則廃棄

訴訟終結後10年

労災保険給付 相談等記録票綴 相談等記録票綴 相談等記録票綴 3 － 廃棄
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 第2種特別加入保険料申告書内訳綴 5 ー 廃棄
第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳 7 ー 廃棄 　

第三者行為災害届関係 第三者行為災害届綴 第三者行為災害届綴

7 ー 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿

7 ー 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

年次業務計画関係 年次業務計画綴 年次業務計画綴 1 － 廃棄
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）
労災保険給付等調査復命書綴(石綿関連文書を除
く）

5 － 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

労災保険給付等調査復命書（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）

労災保険給付等調査復命書綴（石綿関連文書）
常用 － 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存について」によること。

援護費転帰・追給・回収リスト関係 援護費転帰・追給・回収リスト綴 援護費転帰・追給・回収リスト綴 3 － 廃棄
海外派遣に関する報告書送達関係 海外派遣に関する報告書送達綴 海外派遣に関する報告書送達綴 1 － 廃棄
事業場実地調査書関係 事業場実地調査書綴 事業場実地調査書綴

3 － 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

受給者別年金関係綴 常用 － 廃棄
受給者別年金関係綴（失権分） 5 － 廃棄 失権の翌年度の４月１日から起算

受給者別年金関係 受給者別年金関係綴
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社会復帰関係 社会復帰関係綴 社会復帰関係綴

3 － 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 請求書取下げ願綴 3 － 廃棄
請求書未処理状況調関係 請求書未処理状況調綴 請求書未処理状況調綴 3 － 廃棄
専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 専門医意見書依頼関係綴

3 － 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 第三者行為災害関係綴

5 － 廃棄

・三者システムから出力した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるものであって、年次報告等、複
数年度における管理に用いる帳票
・平成29年度分報告までの第三者行為災害求償四
半期報を含む。

第三者行為災害関係帳票関係 第三者行為災害関係帳票 第三者行為災害関係帳票
1 － 廃棄

・三者システムから出力した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるものであって、月次報告等、当
該出力年度内で用いる帳票

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・解任届関係 代理人選任・解任届綴 代理人選任・解任届綴
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・回答関係 他局署調査依頼・回答綴 他局署調査依頼・回答綴
3 － 廃棄

適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 適正給付管理関係綴

3 － 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存す
る必要があるもの」については、常用の保存期間
とし、処分が確定したものについては、処分確定
日の属する年度の翌年度の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とする。

陳情関係 陳情関係綴 陳情関係綴 1 － 廃棄
年金関係諸報告書関係 年金関係諸報告書綴 年金関係諸報告書綴 3 － 廃棄
労災保険業務統計報告関係 労災保険業務統計報告綴 労災保険業務統計報告綴 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 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
30又は常用 － 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」とす
る。

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書綴 労働保険事務組合認可申請書綴
5 12（2） 廃棄

許認可等の効力消滅後５年

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその経
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 特別加入申請書送達綴 特別加入申請書送達綴
1 － 廃棄

特別加入脱退申請書（第3種を含む）関係 特別加入脱退申請書（第3種を含む）送達綴 特別加入脱退申請書（第3種を含む）送達綴 1 － 廃棄
特別加入に関する変更届（第3種を含む）関
係

特別加入に関する変更届（第3種を含む）送
達綴

特別加入に関する変更届（第3種を含む）送達綴
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 保険関係成立届関係 保険関係成立届関係文書 保険関係成立届関係文書
5 － 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 名称・所在地等変更届関係文書 5 － 廃棄
任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係文書 任意加入申請書類関係文書 5 － 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 継続事業一括申請書関係文書 5 － 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

下請負人を事業主とする認可申請書関係文
書

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

労働保険適用 任意加入申請に係る通知関係 任意加入申請に係る通知文書 任意加入申請に係る通知文書 3 － 廃棄
保険料申告書関係 保険料申告書関係文書 保険料申告書関係文書 3 － 廃棄
継続事業一括申請に係る通知関係 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 3 － 廃棄
有期確定未申告事業リスト関係 有期確定未申告事業リスト綴 有期確定未申告事業リスト綴 3 － 廃棄

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
知関係

下請負人を事業主とする認可申請に係る通
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
3 12（2） 廃棄

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 労働保険適用徴収関係書類送付書綴 3 － 廃棄
一括有期事業報告書関係 一括有期事業報告書綴 一括有期事業報告書綴 3 － 廃棄
代理人選任・解任届関係 代理人選任・解任届関係文書 代理人選任・解任届関係文書 3 － 廃棄
保険関係消滅申請関係 保険関係消滅申請関係文書 保険関係消滅申請関係文書 3 － 廃棄
各種徴収決定仕訳書関係 各種徴収決定仕訳書綴 各種徴収決定仕訳書綴 3 － 廃棄
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 継続メリット制適用事業場名簿綴 3 － 廃棄
年更リスト関係 年更リスト綴 年更リスト綴 3 － 廃棄
保険給付変更通知書関係 保険給付変更通知書関係綴 保険給付変更通知書関係綴 3 － 廃棄
保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 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

労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿 納付受託証券再委託受払簿 労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿
3 － 廃棄

納付受託証券再委託残高証明書関係 納付受託証券再委託残高証明書綴 納付受託証券再委託残高証明書綴 3 － 廃棄
納付受託証券整理関係 納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿 3 － 廃棄
納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任） 3 － 廃棄
納付受託証書関係 納付受託証書 納付受託証書 3 － 廃棄 使用中のもののみ緊急時持出

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
歳入歳出外現金出納計算書関係 歳入歳出外現金出納計算書綴 歳入歳出外現金出納計算書綴 3 － 廃棄
歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書関係 歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書綴 歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書綴 3 － 廃棄
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） 歳入歳出外現金出納簿（主任・分任） 5 － 廃棄 使用中のもののみ緊急時持出

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） 収入官吏現金出納簿（主任・分任） 5 － 廃棄 使用中のもののみ緊急時持出

収入金現金出納計算書（証明書を含む）関 収入金現金出納計算書（証明書を含む）綴 収入金現金出納計算書（証明書を含む）綴 3 － 廃棄
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 収入金現金出納計算書附属証拠書綴 5 － 廃棄
現金払込書関係 現金払込書 現金払込書 5 － 廃棄
現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書 3 － 廃棄
現金領収証書関係 現金領収証書 現金領収証書 5 － 廃棄 使用中のもののみ緊急時持出

現金領収証書等引継書関係 現金領収証書等引継書綴 現金領収証書等引継書綴 5 － 廃棄
納付受託証券の月末残高等報告書関係 納付受託証券の月末残高等報告書綴 納付受託証券の月末残高等報告書綴 3 － 廃棄
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 納付受託証券不渡等決議書綴 3 － 廃棄
歳入歳出外現金領収証書関係 歳入歳出外現金領収証書 歳入歳出外現金領収証書 5 － 廃棄
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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

以下の保存期間を１年としているリストのうち、
リストの内容を確認しなくとも職務上特段の支障
を生じないものについては、B文書（保存期間１年
未満）として整理し、ファイル管理簿に記載する
必要がないため行政文書ファイル管理簿から削除

事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 1 － 廃棄
未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト 1 － 廃棄
保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 1 － 廃棄
全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 1 － 廃棄
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 全給付保留解除処理状況リスト 1 － 廃棄
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 保険関係の成立直後請求チェックリスト 1 － 廃棄
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 療養なし休業請求書等チェックリスト 1 － 廃棄
業務処理日報 業務処理日報 業務処理日報 1 － 廃棄
月計表 月計表 月計表 1 － 廃棄
年計表 年計表 年計表 1 － 廃棄
治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 1 － 廃棄
支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト 1 － 廃棄
決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 1 － 廃棄
決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 1 － 廃棄
受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 1 － 廃棄
長期受給者リスト 長期受給者リスト 長期受給者リスト 1 － 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 － 廃棄
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 治ゆ・死亡年月日未登記リスト 1 － 廃棄
支払内訳表 支払内訳表 支払内訳表 1 － 廃棄
適正給付管理カード 適正給付管理カード 適正給付管理カード 5 － 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 － 廃棄
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12 法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 指定医療機関名簿 指定医療機関名簿 指定医療機関名簿
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 休業厚年情報照合結果リスト
1 － 廃棄

労災保険年金給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険年金給付リスト 業務処理日報 1 － 廃棄
月計表 月計表 月計表 1 － 廃棄
年計表 年計表 年計表 1 － 廃棄
一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト 1 － 廃棄
一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト 1 － 廃棄
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 厚年等未調整・厚年等年額未登記リスト 1 － 廃棄
内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 1 － 廃棄
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 失権差額一時金・未支給年金未処理リスト 1 － 廃棄
支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 1 － 廃棄
債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 1 － 廃棄
年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト 1 － 廃棄
転給未処理リスト 転給未処理リスト 転給未処理リスト 1 － 廃棄
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 年金・一時金データ登記未処理リスト 1 － 廃棄
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 年金・一時金決議書未入力リスト 1 － 廃棄
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） 年金・一時金処理件数リスト（登録） 1 － 廃棄
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） 年金・一時金処理件数リスト（変更） 1 － 廃棄
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） 年金・一時金処理件数リスト（訂正） 1 － 廃棄
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 受給権者金融機関変更リスト 1 － 廃棄
指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 1 － 廃棄
支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト 1 － 廃棄
支払取消リスト 支払取消リスト 支払取消リスト 1 － 廃棄
支払回収データリスト 支払回収データリスト 支払回収データリスト 1 － 廃棄
支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 1 － 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 － 廃棄
決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 1 － 廃棄
所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト 1 － 廃棄
定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 1 － 廃棄
年金支払明細表 年金支払明細表 年金支払明細表 1 － 廃棄
年金額等変更リスト 年金額等変更リスト 年金額等変更リスト 1 － 廃棄
債権管理票 債権管理票 債権管理票 1 － 廃棄
削除データチェックリスト 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 － 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 － 廃棄
厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 1 － 廃棄
厚年等情報突合結果表 厚年等情報突合結果表 厚年等情報突合結果表 1 － 廃棄 令和元年度新規追加

11 個人の権利義務の得喪及びその経
緯

労災保険介護(補償)給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険介護(補償)給付
リスト

業務処理日報
1 － 廃棄

月計表 月計表 月計表 1 － 廃棄
年計表 年計表 年計表 1 － 廃棄
給付保留状況リスト 給付保留状況リスト 給付保留状況リスト 1 － 廃棄
給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト 1 － 廃棄
保留解除対象リスト 保留解除対象リスト 保留解除対象リスト 1 － 廃棄
給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表 1 － 廃棄
未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト 1 － 廃棄
受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 1 － 廃棄
支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト 1 － 廃棄
介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト 1 － 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 平成29年度新規追加

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 平成29年度新規追加

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 平成29年度新規追加

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 特定個人情報ファイル簿
常用 22 未定 平成29年度新規追加
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番号 事項 事項2 業務の区分
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

保存期間
終了時の
措置

備考 01備考 02備考 04備考

1 監督業務に係る
事項

監督業務例規通達 各種例規通達関係 各種例規通達綴 監督 監督業務例規通達 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

□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同2 安全衛生業務に

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

法令の解釈・運用基準を
定めるもの

□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同

法令の解釈・運用基準を
定めるもの
□□については、庶務、
監督等を記載（以下同3 庶務に係る事項 庶務業務通達 各種通達関係 各種通達綴 庶務 庶務業務通達 各種通達綴

5 - 廃棄 例規以外のもの
例規以外のもの 例規以外のもの 例規以外のもの

4 監督業務に係る
事項

監督業務通達 各種通達関係 各種通達綴 監督 監督業務通達 各種通達綴
5 - 廃棄 例規以外のもの

例規以外のもの 例規以外のもの 例規以外のもの

5 安全衛生業務に
係る事項

安全衛生業務通達 各種通達関係 各種通達綴 安全衛生 監督業務通達 各種通達綴
5 - 廃棄 例規以外のもの

例規以外のもの 例規以外のもの 例規以外のもの

6 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

庶務業務報告 各種報告関係 各種報告関係 庶務 庶務業務報告 各種報告関係（検査調書・検査報
告書・総務報告） 3 11,12 廃棄

　

7 事務分掌に係る
事項

事務分掌 事務分掌関係 事務分掌綴 署全体 事務分掌 事務分掌綴
3 - 廃棄

8 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 監督 公益通報 公益通報関係書類
3 - 廃棄 平成18年度新規追加

平成18年度新規追加 平成18年度新規追加 平成18年度新規追加

9 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

収受文書台帳 庶務 文書台帳 収受文書台帳
5 22 廃棄

10 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 庶務 文書台帳 発議文書台帳
30 22 廃棄

11 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 22 廃棄

12 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 22 廃棄

13 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

庶務 文書台帳 郵便料金表示額記録簿
5 22 廃棄

14 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

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（文書関
係諸規定） 常用 22 未定

15 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 職員の勤務時間 出勤簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

16 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 庶務 職員の勤務時間 休暇簿
　

17 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 　年次休暇 庶務 職員の勤務時間 年次休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

18 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 　病気・特別休暇 庶務 職員の勤務時間 病気・特別休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

19 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 　介護休暇 庶務 職員の勤務時間 介護休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

20 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 職員の勤務時間 超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

21 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 職員の勤務時間 超過勤務予定伺
5年3月 13 廃棄

22 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

庶務 職員の勤務時間 育児又は介護状況変更届
3 13 廃棄

翌年度の４月１日から起
算

翌年度の４月１日から起
算

23 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 職員の勤務時間 非常勤職員関係
5 13 廃棄

24 13 職員の人事に関
する事項

職員の諸手当 特殊勤務手当等関係 特殊勤務実績簿 庶務 職員の諸手当 特殊勤務実績簿
5年1月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

作成の日の翌年度の４月
１日から起算

支給をしなくなった翌年
度の４月１日から起算

25 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 15 廃棄

26 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 15 廃棄

令和３年度沖縄労働局名護労働基準監督署行政文書保存期間表



27 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 15 廃棄

請求書、受領書含む。 請求書、受領書含む。 請求書、受領書含む。

28 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
額報告書

庶務 物品管理 物品増減及び現在額報告書
5 15 廃棄

29 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 15 廃棄

30 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

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 13 廃棄

31 13 職員の人事に関
する事項

職員の出張及び官用
車使用

官用車運転日報関係 官用車運転日報 庶務 職員の出張及び官用
車使用

官用車運転日報
1 13 廃棄

32 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 庶務 職員の出張及び官用
車使用

旅行命令簿
5 13 廃棄

33 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 庶務 職員の出張及び官用
車使用

出張復命書・出張計画書・依頼文
書綴 5 13 廃棄

34 15 予算及び決算に
関する事項

歳入及び歳出の決算
報告書並びに国の債
務に関する計算書の

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

他に編集されるものを除
く

他に編集されるものを除
く

35 13 職員の人事に関
する事項

職員の給与 給与関係実績報告関
係

給与関係実績報告
綴

庶務 職員の給与 給与関係実績報告綴
5 13 廃棄

36 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 13 廃棄

37 13 職員の人事に関
する事項

職員の給与 地方税、所得税、共
済掛金控除関係

地方税、所得税、
共済掛金控除関係
綴

庶務 職員の給与 地方税、所得税、共済掛金控除関
係綴 5 13 廃棄

38 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

監視断続労働に従
事する者に対する
適用除外許可申請

監督 監督業務 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

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄

39 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

40 22 文書の管理等に
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 監督業務 許可・認定管理台帳 30又は常
用

22 廃棄
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

41 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

断続的な宿直又は
日直許可申請書綴

監督 監督業務 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
　 　

42 監督に関する事
項

監督業務 事業場台帳 事業場台帳 監督 監督業務 事業場台帳
常用 － 未定

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

43 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

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

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。

44 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権
利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 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

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 11,12 廃棄

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
使用停止等命令等の不利
益処分が含まれる場合に
は、保存期間を5年とす
る。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
使用停止等命令等の不利
益処分が含まれる場合に
は、保存期間を5年とす
る。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
使用停止等命令等の不利
益処分が含まれる場合に
は、保存期間を5年とす
る。

45 22 文書の管理等に
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）

監督 監督業務 監督復命書綴（石綿関連文書）

常用 22 未定

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

46 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 監督業務 行政運営綴
5 － 廃棄

47 監督に関する事
項

監督業務 監督関係指導関係 監督関係指導綴 監督 監督業務 監督関係指導綴（各種会議糖一般
復命書） 3 － 廃棄

48 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

49 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

50 22 文書の管理等に
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 22 廃棄

51 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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 11,12 廃棄

52 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 監督業務 監督復命書索引簿
3 － 廃棄

53 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

監督 監督業務 集団指導に関する書類綴
5 － 廃棄



54 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 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

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

55 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
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）

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

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
出頭命令等の不利益処分
が含まれる場合には、保
存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
出頭命令等の不利益処分
が含まれる場合には、保
存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

事案の完結日が属する年
度の綴に編綴すること。
出頭命令等の不利益処分
が含まれる場合には、保
存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台
帳については「監督復命
書綴（石綿関連文書）」
に編綴し、常用とするこ
と。

56 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 監督業務 要監理事業場台帳
3 － 廃棄

電子媒体（個別業務シス
テム）

57 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

58 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 監督業務 公益通報処理台帳索引簿
3 － 廃棄

59 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 監督業務 申告処理台帳索引簿
3 － 廃棄

60 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

61 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

62 監督に関する事
項

監督業務 有期事業適用事業報
告関係

有期事業適用事業
報告綴

監督 監督業務 有期事業適用事業報告綴
3 － 廃棄

63 監督に関する事
項

監督業務 紛争解決援助制度相
談関係

紛争解決援助制度
相談綴

監督 監督業務 紛争解決援助制度相談綴
3 － 廃棄

64 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

65 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

66 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 監督業務 確認対象事業場名簿綴
3 － 廃棄

67 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 監督業務 監督指導業務運営要領綴
10 － 廃棄

各地方局版通達集 各地方局版通達集 各地方局版通達集

68 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

69 監督に関する事
項

監督業務 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

監督 監督業務 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

70 22 文書の管理等に
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 就業環境 就業規則受理索引簿 30又は常
用

22 未定
　

71 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

監督 就業環境 非常災害時間延長届綴
3 － 廃棄

72 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

73 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 就業環境 時間外休日労働協定届綴
3 － 廃棄

74 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 就業環境 就業規則届出綴
5 12 廃棄

75 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

　 　

76 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

77 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

監督 就業環境 事業場外・裁量労働みなし労働協
定届 3 － 廃棄

78 監督に関する事
項

就業環境 専門業務型裁量労働
制に関する協定届綴
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



79 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

安全 労働安全 安全・衛生管理者台帳 10又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

安全推進員を含む。年度
ごとに編綴していない場
合には「常用」とする。

80 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

安全 労働安全 安全表彰事業場等名簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

81 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

安全 労働安全 有期事業場設置計画届受理簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

82 1，14 法律の制定又は
改廃及びその経
緯，告示、訓令

労働安全 法令、告示関係 法令、告示関係綴 安全 労働安全 法令、告示関係綴
常用 1,14 廃棄

83 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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 労働安全 安全関係情報統計その他資料綴
3 11,12 廃棄

84 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働安全 安全関係報告関係 安全関係報告綴 安全 労働安全 安全関係報告綴
3 12 廃棄

85 12 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 全国安全週間関係
綴

安全 労働安全 全国安全週間関係綴
5 12 廃棄

86 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
命書関係

安全（衛生）関係
復命書綴
（安全衛生指導復

安全 労働安全 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）

3 12 廃棄
労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

87 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）

安全 労働安全 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）

常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

88 12 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
関係

安全管理、総括安
全衛生管理者選任
報告綴

安全 労働安全 安全管理、総括安全衛生管理者選
任報告綴 3 12 廃棄

89 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 安全 労働安全 災害防止計画綴
10 12 廃棄

90 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働安全 プレス災害防止総合
対策推進関係

プレス災害防止総
合対策推進綴

安全 労働安全 プレス災害防止総合対策推進綴
10 12 廃棄

91 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働安全 木工機械災害防止総
合対策推進関係

木工機械災害防止
総合対策推進綴

安全 労働安全 木工機械災害防止総合対策推進綴
10 12 廃棄

92 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労働安全 災害統計関係 災害統計綴 安全 労働安全 災害統計綴
5 11,12 廃棄

93 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 安全 検査・試験 検査関係綴
5 12 廃棄

94 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 移動式クレーン台帳 移動式クレーン台
帳

安全 検査・試験 移動式クレーン台帳 30又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

95 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 エレベーター台帳 エレベーター台帳 安全 検査・試験 エレベーター台帳 30又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

96 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 安全 検査・試験 各種特定機械台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

97 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 危険有害業務関係事
業場台帳

危険有害業務関係
事業場台帳

安全 検査・試験 危険有害業務関係事業場台帳 30又は常
用

12 廃棄
労働衛生課関係と共通
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。98 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
ラ検査証書替・再交
付申請受付簿

クレーン等・ゴン
ドラ検査証書替・
再交付申請受付簿

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ検査証書
替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

99 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 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ検査申請受
付簿 10 12 廃棄

100 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
ラ設置・変更届受理
簿

クレーン等・ゴン
ドラ設置・変更届
受理簿

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ設置・変更
届受理簿 10 12 廃棄

101 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 検査・試験 計画届受理簿
10 12 廃棄

102 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ゴンドラ台帳 ゴンドラ台帳 安全 検査・試験 ゴンドラ台帳 30又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

103 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 第1種圧力容器台帳 第1種圧力容器台
帳

安全 検査・試験 第1種圧力容器台帳 30又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

104 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 デリック台帳 デリック台帳 安全 検査・試験 デリック台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

105 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー・第１種圧
力容器検査証書替・
再交付申請受付簿

ボイラー・第１種
圧力容器検査証書
替・再交付申請受

安全 検査・試験 ボイラー・第１種圧力容器検査証
書替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

106 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー・第1種圧
力容器検査申請受付
簿

ボイラー・第1種
圧力容器検査申請
受付簿

安全 検査・試験 ボイラー・第1種圧力容器検査申請
受付簿 10 12 廃棄



107 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー・第1種圧
力容器設置・変更届
受理簿

ボイラー・第1種
圧力容器設置・変
更届受理簿

安全 検査・試験 ボイラー・第1種圧力容器設置・変
更届受理簿 10 12 廃棄

108 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー台帳 ボイラー台帳 安全 検査・試験 ボイラー台帳 30又は常
用

12 廃棄
電子媒体（個別業務シス
テム）

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

109 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 安全 検査・試験 各種検査申請書綴
5 12 廃棄

110 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
ラ性能検査関係

クレーン等・ゴン
ドラ性能検査申請
書綴

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

111 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
ラ代行検査結果報告
関係

クレーン等・ゴン
ドラ代行検査結果
報告綴

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ代行検査結
果報告綴 5 12 廃棄

112 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
ラ代行検査受検報告
関係

クレーン等・ゴン
ドラ代行検査受検
報告綴

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ代行検査受
検報告綴 5 12 廃棄

113 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
ラ落成・変更検査関
係

クレーン等・ゴン
ドラ落成・変更検
査申請書

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ落成・変更
検査申請書 5 12 廃棄

114 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
更届関係

クレーン等設置・
変更届綴

安全 検査・試験 クレーン等設置・変更届綴
5 12 廃棄

115 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 欠陥機械関係 欠陥機械関係綴 安全 検査・試験 欠陥機械関係綴
5 12 廃棄

116 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ゴンドラ設置・変更
届関係

ゴンドラ設置・変
更届綴

安全 検査・試験 ゴンドラ設置・変更届綴
5 12 廃棄

117 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 第1種圧力容器設
置、変更届関係

第1種圧力容器設
置、変更届綴

安全 検査・試験 第1種圧力容器設置、変更届綴
5 12 廃棄

118 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 定例報告関係 定例報告綴 安全 検査・試験 定例報告綴
5 12 廃棄

報告例規によるもの 報告例規によるもの 報告例規によるもの

119 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

安全 検査・試験 特定機械移管関係綴
5 12 廃棄

120 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 特別安全管理等指導
関係

特別安全管理等指
導関係綴

安全 検査・試験 特別安全管理等指導関係綴
5 12 廃棄

総合安衛指導を含む 総合安衛指導を含む 総合安衛指導を含む

121 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー設置、変更
届関係

ボイラー設置、変
更届綴

安全 検査・試験 ボイラー設置、変更届綴
5 12 廃棄

122 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー第1種圧力
容器落成変更検査申
請書関係

ボイラー第1種圧
力容器落成変更検
査申請書綴

安全 検査・試験 ボイラー第1種圧力容器落成変更検
査申請書綴 5 12 廃棄

123 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー第1種圧力
容器性能検査申請書
関係

ボイラー第1種圧
力容器性能検査申
請書綴

安全 検査・試験 ボイラー第1種圧力容器性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

124 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー第1種圧力
容器代行検査受検報
告関係

ボイラー第1種圧
力容器代行検査受
検報告綴

安全 検査・試験 ボイラー第1種圧力容器代行検査受
検報告綴 5 12 廃棄

125 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー第1種圧力
容器代行検査結果報
告関係

ボイラー第1種圧
力容器代行検査結
果報告綴

安全 検査・試験 ボイラー第1種圧力容器代行検査結
果報告綴 5 12 廃棄

126 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・廃止報告関係

クレーン等・ゴン
ドラ休・廃止報告
綴

安全 検査・試験 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報
告綴 3 12 廃棄

127 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
関係

クレーン等設置報
告綴

安全 検査・試験 クレーン等設置報告綴
3 12 廃棄

128 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、土石採取
計画届関係

建設工事、土石採
取計画届綴（石綿
関連文書を除く）

安全 検査・試験 建設工事、土石採取計画届綴（石
綿関連文書を除く） 3 12 廃棄

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。129 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 検査・試験 建設工事計画届綴（石綿関連文
書） 常用 12 未定

130 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
届関係

建設物、機械等計
画届綴

安全 検査・試験 建設物、機械等計画届綴
3 12 廃棄

131 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 建設用リフト台帳 建設用リフト台帳 安全 検査・試験 建設用リフト台帳
3 12 廃棄

132 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 小型ボイラー設置報
告関係

小型ボイラー設置
報告綴

安全 検査・試験 小型ボイラー設置報告綴
3 12 廃棄

133 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 第2種圧力容器設置
報告関係

第2種圧力容器設
置報告綴

安全 検査・試験 第2種圧力容器設置報告綴
3 12 廃棄

134 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

安全 検査・試験 特定元方事業者事業開始報告綴
3 12 廃棄



135 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

検査・試験 ボイラー第1種圧力
容器休、廃止報告関
係

ボイラー第1種圧
力容器休、廃止報
告綴

安全 検査・試験 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報
告綴 3 12 廃棄

136 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）

無災害記録樹立事業
場名簿

無災害記録樹立事
業場名簿

安全 労働災害（労働安
全）

無災害記録樹立事業場名簿
10 12 廃棄

137 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 労働災害（労働安
全）

無災害記録関係綴
5 12 廃棄

138 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）

災害事故報告関係 災害事故報告綴 安全 労働災害（労働安
全）

災害事故報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

139 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 労働災害（労働安
全）

災害調査復命書綴
5 12 廃棄

重大災害に係るものは10
年

重大災害に係るものは10
年

重大災害に係るものは10
年

140 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 労働災害（労働安
全）

労働者死傷病報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

141 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 労働災害（労働安
全）

災害速報簿
3 12 廃棄

労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通 労働衛生課関係と共通

142 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・衛生管理者台
帳（産業医を含む）

安全・衛生管理者
台帳（産業医を含
む）

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 安全・衛生管理者台帳（産業医を
含む）

10又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

143 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
可関係

衛生関係適用除外
許可関係綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 衛生関係適用除外許可関係綴
効力消滅
後10年

12（2） 廃棄

個人及び法人の権利利益
義務の得喪及びその経緯
の保存年限が最長10年の
ため

個人及び法人の権利利益
義務の得喪及びその経緯
の保存年限が最長10年の
ため

個人及び法人の権利利益
義務の得喪及びその経緯
の保存年限が最長10年の
ため

144 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 衛生管理者、産業
医、安全管理者台帳

衛生管理者、産業
医、安全管理者台
帳

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 衛生管理者、産業医、安全管理者
台帳 10 12 廃棄

電子媒体（個別業務シス
テム）

145 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 危険有害業務関係事
業場台帳

危険有害業務関係
事業場台帳

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 危険有害業務関係事業場台帳 30又は常
用

12 未定
電子媒体（個別業務シス
テム）

安全課関係と共通　　年
度ごとに編綴していない
場合には「常用」とす
る。146 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

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 労働衛生関係許可認定関係綴
10 12（2） 廃棄

147 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

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 労働衛生関係表彰名簿
10 12 廃棄

148 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

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 労働衛生表彰事業場名簿
10 12 廃棄

安全課関係と共通 安全課関係と共通 安全課関係と共通

149 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）関
係

衛生関係報告（定
期、随時、臨時）
綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 衛生関係報告（定期、随時、臨
時）綴 5 12 廃棄

150 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

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 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

健診結果報告を除く

151 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）関係

衛生管理特別指導
事業場関係綴（石
綿関連文書）

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 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

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。152 12 法人の権利義務

の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 全国労働衛生週間関
係

全国労働衛生週間
関係綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 全国労働衛生週間関係綴
5 12 廃棄

153 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 労働衛生関係綴 労働衛生
（健康）

労働衛生管理 労働衛生関係綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通 災害調査・測定指導等 災害調査・測定指導等

154 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 労働衛生週間関係 労働衛生週間関係
綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 労働衛生週間関係綴
5 12 廃棄

155 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 衛生関係復命書関係 衛生関係復命書綴 労働衛生
（健康）

労働衛生管理 衛生関係復命書綴
3 12 廃棄

安全課関係と共通

156 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
選任報告関係

産業医、衛生管理
者選任報告綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 産業医、衛生管理者選任報告綴
3 12 廃棄

157 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 建築物解体等作業届
（石綿関係）関係

建築物解体等作業
届（石綿関係）綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 建築物解体等作業届（石綿関係）
綴 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

158 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 粉じん障害防止総合
対策関係

粉じん障害防止総
合対策綴

労働衛生
（健康）

労働衛生管理 粉じん障害防止総合対策綴
10 12 廃棄

159 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働衛生管理 快適職場関係 快適職場関係綴 労働衛生
（健康）

労働衛生管理 快適職場関係綴
5 12 廃棄

160 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
関係綴関係

じん肺管理区分決
定関係綴（石綿関
連文書を除く）

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係綴（石綿
関連文書を除く） 30 11 廃棄

161 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（石綿関連文
書）関係

じん肺管理区分決
定関係綴（石綿関
連文書）

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係綴（石綿
関連文書） 常用 11 未定

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。162 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

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 特殊健康診断結果報告綴
3 11 廃棄



163 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

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 じん肺健康管理実施状況報告綴
3 11 廃棄

164 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）関係

健康診断結果報告
綴（一般）

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 健康診断結果報告綴（一般）
3 11 廃棄

165 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 心理的負担の程度を
把握するための検査
結果等報告関係

心理的負担の程度
を把握するための
検査結果等報告綴

労働衛生
（健康）

労働者の健康管理 心理的負担の程度を把握するため
の検査結果等報告綴

3 11 廃棄
平成27年度新規追加 平成27年度新規追加 平成27年度新規追加

166 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 労働衛生
（健康）

労働災害（労働衛
生）

事故報告綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通 安全課関係と共通

167 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）

労働者死傷病報告
（職業性疾病関係）
関係

労働者死傷病報告
（職業性疾病関
係）綴

労働衛生
（健康）

労働災害（労働衛
生）

労働者死傷病報告（職業性疾病関
係）綴 5 12 廃棄

安全課関係と共通 安全課関係と共通

168 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）

災害速報関係 災害速報簿 労働衛生
（健康）

労働災害（労働衛
生）

災害速報簿
3 12 廃棄

安全課関係と共通 安全課関係と共通

169 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）

工業中毒特殊疾病報
告関係

工業中毒特殊疾病
報告綴

労働衛生
（健康）

労働災害（労働衛
生）

工業中毒特殊疾病報告綴
3 12 廃棄

170 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

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

171 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

172 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 賃金 最低賃金 委託状況届綴
3 12 廃棄

173 労災補償に関す
る事項

労災保険給付 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

174 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 給付原簿 給付原簿 労災補償 労災保険給付 給付原簿 30又は常
用

11 未定

175 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 銀行関係契約書関係 銀行関係契約書綴 労災補償 労災保険給付 銀行関係契約書綴 30又は常
用

12 未定

176 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金給付決定関係 年金給付決定関係
綴

労災補償 労災保険給付 年金給付決定関係綴 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

年度ごとに編綴していな
いため「常用」

177 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金給付原簿 年金給付原簿 労災補償 労災保険給付 年金給付原簿 30又は常
用

11 未定

178 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

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 11 廃棄

179 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

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

労災補償 労災保険給付 社会復帰促進等事業申請書送達簿 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

180 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）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）
10 11 廃棄

181 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 審査又は仲裁審査請
求関係

審査又は仲裁審査
請求

労災補償 労災保険給付 審査又は仲裁審査請求
10 11 廃棄

182 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

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 審査関係綴
10 11 廃棄

183 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 スライド（告示）関
係

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 11 廃棄

184 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
（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 適正給付管理名簿（せき損、じん
肺、その他） 10 11 廃棄

185 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理
簿

労災補償 労災保険給付 年金証書交付処理簿
10 11 廃棄

186 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

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 11 廃棄

187 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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 11,12 廃棄

　

188 11，
13

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労災保険給付 求償権取得完結関係 求償権取得完結綴 労災補償 労災保険給付 求償権取得完結綴
5 11,12 廃棄

189 11，
14

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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

労災補償 労災保険給付 主任収入官吏・歳入歳出外現金出
納官吏引継書綴 5 11,12 廃棄

190 11，
15

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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

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 11,12 廃棄

　



191 11，
16

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

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

192 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
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 第三者行為災害届綴

7 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

193 11，
13

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権
利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害処理
経過簿

第三者行為災害処
理経過簿

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害処理経過簿

7 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

194 11 個人の権利義務
の得喪及びその

労災保険給付 年金移行対象者名簿 年金移行対象者名
簿

労災補償 労災保険給付 年金移行対象者名簿
1 11 廃棄

195 労災補償に関す
る事項

労災保険給付 年次業務計画関係 年次業務計画綴 労災補償 労災保険給付 年次業務計画綴
1 － 廃棄

196 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(石綿
関連文書を除く）

5 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

197 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権
利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 労災保険給付等調査
復命書（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）

労災補償 労災保険給付 労災保険給付等調査復命書綴（石
綿関連文書）

常用 11,12 未定

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

具体的な対象範囲は平成
28年2月5日付け事務連絡
「石綿関連文書の保存に
ついて」によること。

198 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 援護費転帰・追給・
回収リスト関係

援護費転帰・追
給・回収リスト綴

労災補償 労災保険給付 援護費転帰・追給・回収リスト綴
3 11 廃棄

199 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権
利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 事業場実地調査書関
係

事業場実地調査書
綴

労災補償 労災保険給付 事業場実地調査書綴

3 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす
る。

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす
る。

200 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 支払調査票関係 支払調査票 労災補償 労災保険給付 支払調査票
3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間201 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

労災補償 労災保険給付 受給者別年金関係綴

3 11 廃棄

失権の翌年度の４月１日
から起算
「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

失権の翌年度の４月１日
から起算
「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

失権の翌年度の４月１日
から起算
「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

202 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 業務上疾病関係整理
簿

業務上疾病関係整
理簿

労災補償 労災保険給付 業務上疾病関係整理簿

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

203 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 業務上疾病処理経過
一覧表

業務上疾病処理経
過一覧表

労災補償 労災保険給付 業務上疾病処理経過一覧表

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

204 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 社会復帰関係 社会復帰関係綴 労災補償 労災保険給付 社会復帰関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす



205 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 11 廃棄

206 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 請求書未処理状況調
関係

請求書未処理状況
調綴

労災補償 労災保険給付 請求書未処理状況調綴
3 11 廃棄

207 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

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 専門医意見書依頼関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

208 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権
利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害求償
四半期報関係

第三者行為災害求
償四半期報綴

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害求償四半期報綴

3 11,12 廃棄

・三者システムから出力
した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるもので
あって、年次報告等、複
数年度における管理に用
いる帳票を含む。

・三者システムから出力
した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるもので
あって、年次報告等、複
数年度における管理に用
いる帳票を含む。

・三者システムから出力
した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるもので
あって、年次報告等、複
数年度における管理に用
いる帳票を含む。

209 11，
13

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労災保険給付 第三者行為災害関係
帳票関係

第三者行為災害関
係帳票

労災補償 労災保険給付 第三者行為災害関係帳票
1 11,12 廃棄

・三者システムから出力
した帳票のうち、事案の
進行管理に用いるもので
あって、月次報告等、当210 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
関係

代理人選任・解任
届綴

労災補償 労災保険給付 代理人選任・解任届綴
3 12 廃棄

211 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
答関係

他局署調査依頼・
回答綴

労災補償 労災保険給付 他局署調査依頼・回答綴
3 11 廃棄

212 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 治ゆ認定通知関係 治ゆ認定通知綴 労災補償 労災保険給付 治ゆ認定通知綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

213 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

労災補償 労災保険給付 適正給付管理関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

「審査請求や訴訟対応な
どに必要等長期間保存す
る必要があるもの」につ
いては、常用の保存期間
とし、処分が確定したも
のについては、処分確定
日の属する年度の翌年度
の4月1日を起算点とし
て、10年の保存期間とす

214 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金関係諸報告書関
係

年金関係諸報告書
綴

労災補償 労災保険給付 年金関係諸報告書綴
3 11 廃棄

215 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険給付 労災保険業務統計報
告関係

労災保険業務統計
報告綴

労災補償 労災保険給付 労災保険業務統計報告綴
3 11 廃棄

216 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 30又は常
用

12 未定
年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とす
る。

217 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

労働保険事務組合
認可申請書綴

労災補償 労働保険適用 労働保険事務組合認可申請書綴
5 12（2） 廃棄

許認可等の効力消滅後５
年

許認可等の効力消滅後５
年

許認可等の効力消滅後５
年

218 11，
12

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労働保険適用 特別加入申請書関係 特別加入申請書送
達綴

労災補償 労働保険適用 特別加入申請書送達綴
1 11,12 廃棄

219 11，
13

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労働保険適用 特別加入脱退申請書
（第3種を含む）関
係

特別加入脱退申請
書（第3種を含
む）送達綴

労災補償 労働保険適用 特別加入脱退申請書（第3種を含
む）送達綴 1 11,12 廃棄

220 11，
14

個人の権利義務
の得喪及びその
経緯，法人の権

労働保険適用 特別加入に関する変
更届（第3種を含
む）関係

特別加入に関する
変更届（第3種を
含む）送達綴

労災補償 労働保険適用 特別加入に関する変更届（第3種を
含む）送達綴 1 11,12 廃棄

221 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

労災補償 労働保険適用 保険関係成立届関係文書
5 12 廃棄

222 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

労災補償 労働保険適用 名称・所在地等変更届関係文書
5 12 廃棄

223 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

労災補償 労働保険適用 任意加入申請書類関係文書
5 12 廃棄

224 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

労災補償 労働保険適用 継続事業一括申請書関係文書
5 12 廃棄

225 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

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

226 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 任意加入申請に係る
通知関係

任意加入申請に係
る通知文書

労災補償 労働保険適用 任意加入申請に係る通知文書
3 12 廃棄

227 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 保険料申告書関係
文書

労災補償 労働保険適用 保険料申告書関係文書
3 12 廃棄



228 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 継続事業一括申請に
係る通知関係

継続事業一括申請
に係る通知文書

労災補償 労働保険適用 継続事業一括申請に係る通知文書
3 12 廃棄

229 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 有期確定未申告事業
リスト関係

有期確定未申告事
業リスト綴

労災補償 労働保険適用 有期確定未申告事業リスト綴
3 12 廃棄

230 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

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 12 廃棄

231 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
関係

一括有期事業開始
届綴

労災補償 労働保険適用 一括有期事業開始届綴
3 12 廃棄

232 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 12 廃棄

233 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

労災補償 労働保険適用 代理人選任・解任届関係文書
3 12 廃棄

234 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 保険関係消滅申請関
係

保険関係消滅申請
関係文書

労災補償 労働保険適用 保険関係消滅申請関係文書
3 12 廃棄

235 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 各種徴収決定仕訳書
関係

各種徴収決定仕訳
書綴

労災補償 労働保険適用 各種徴収決定仕訳書綴
3 12 廃棄

236 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 12 廃棄

237 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 年更リスト関係 年更リスト綴 労災補償 労働保険適用 年更リスト綴
3 12 廃棄

238 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険適用 保険給付変更通知書
関係

保険給付変更通知
書関係綴

労災補償 労働保険適用 保険給付変更通知書関係綴
3 12 廃棄

239 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

労災補償 労働保険適用 保険料算定基礎調査書綴
3 12 廃棄

240 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券再委託
受払簿

納付受託証券再委
託受払簿

労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿
3 12 廃棄

241 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券再委託
残高証明書関係

納付受託証券再委
託残高証明書綴

労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託残高証明書綴
3 12 廃棄

242 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券整理関
係

納付受託証券整理
簿

労災補償 労働保険徴収 納付受託証券整理簿
3 12 廃棄

243 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証書受払簿
（主任・分任）

納付受託証書受払
簿（主任・分任）

労災補償 労働保険徴収 納付受託証書受払簿（主任・分
任） 3 12 廃棄

244 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証書関係 納付受託証書 労災補償 労働保険徴収 納付受託証書
3 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

245 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 費用徴収関係 費用徴収関係綴 労災補償 労働保険徴収 費用徴収関係綴
3 12 廃棄

246 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
計算書関係

歳入歳出外現金出
納計算書綴

労災補償 労働保険徴収 歳入歳出外現金出納計算書綴
3 12 廃棄

247 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
計算書附属証拠書関
係

歳入歳出外現金出
納計算書附属証拠
書綴

労災補償 労働保険徴収 歳入歳出外現金出納計算書附属証
拠書綴 3 12 廃棄

248 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）

労災補償 労働保険徴収 歳入歳出外現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

249 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）

労災補償 労働保険徴収 収入官吏現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

250 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）
関係

収入金現金出納計
算書（証明書を含
む）綴

労災補償 労働保険徴収 収入金現金出納計算書（証明書を
含む）綴 3 12 廃棄

251 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

労災補償 労働保険徴収 収入金現金出納計算書附属証拠書
綴 5 12 廃棄

252 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 労災補償 労働保険徴収 現金払込書
5 12 廃棄

253 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 12 廃棄

254 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 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

使用中のもののみ緊急時
持出

255 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
書関係

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 12 廃棄



256 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券の月末
残高等報告書関係

納付受託証券の月
末残高等報告書綴

労災補償 労働保険徴収 納付受託証券の月末残高等報告書
綴 3 12 廃棄

257 12 法人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 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

労災補償 労働保険徴収 納付受託証券不渡等決議書綴
3 12 廃棄

258 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

労災補償 労働保険徴収 歳入歳出外現金領収証書
5 12 廃棄

259 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

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

５号等入力結果一覧表

1 11 廃棄

以下の保存期間を１年と
しているリストのうち、
リストの内容を確認しな
くとも職務上特段の支障
を生じないものについて
は、B文書（保存期間１年
未満）として整理し、
ファイル管理簿に記載す
る必要がないため行政文
書ファイル管理簿から削
除する。

以下の保存期間を１年と
しているリストのうち、
リストの内容を確認しな
くとも職務上特段の支障
を生じないものについて
は、B文書（保存期間１年
未満）として整理し、
ファイル管理簿に記載す
る必要がないため行政文
書ファイル管理簿から削
除する。

以下の保存期間を１年と
しているリストのうち、
リストの内容を確認しな
くとも職務上特段の支障
を生じないものについて
は、B文書（保存期間１年
未満）として整理し、
ファイル管理簿に記載す
る必要がないため行政文
書ファイル管理簿から削
除する。

260 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

事業場別被災者一覧
表

事業場別被災者一
覧表

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 11 廃棄

261 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 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

未処理事案リスト
1 11 廃棄

262 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 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 11 廃棄

263 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

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

全給付保留状況リスト
1 11 廃棄

264 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 11 廃棄

265 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 11 廃棄

266 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 11 廃棄

267 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 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 11 廃棄

268 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 月計表 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

月計表
1 11 廃棄

269 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 年計表 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

年計表
1 11 廃棄

270 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

治ゆ死亡登記後エ
ラーレセプトリスト

治ゆ死亡登記後エ
ラーレセプトリス
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 11 廃棄

271 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

審査関係リスト 審査関係リスト 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

審査関係リスト
1 11 廃棄

272 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

審査関係要求票メッ
セージリスト

審査関係要求票
メッセージリスト

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

審査関係要求票メッセージリスト
1 11 廃棄

273 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

支払状況リスト 支払状況リスト 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

支払状況リスト
1 11 廃棄

274 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

決議前未処理事案リ
スト

決議前未処理事案
リスト

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

決議前未処理事案リスト
1 11 廃棄

275 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

決議後未処理事案リ
スト

決議後未処理事案
リスト

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

決議後未処理事案リスト
1 11 廃棄

276 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

受付状況件数リスト 受付状況件数リス
ト

労災補償 労災保険短期給付リ
スト

受付状況件数リスト
1 11 廃棄

277 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

長期受給者リスト 長期受給者リスト 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

長期受給者リスト
１ 11 廃棄

278 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

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 11 廃棄

279 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

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 11 廃棄

280 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

支払内訳表 支払内訳表 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

支払内訳表
1 11 廃棄

281 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 労災保険短期給付リ
スト

適正給付管理カード
5 11 廃棄



282 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

適正給付管理名簿 適正給付管理名簿 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

適正給付管理名簿
1 11 廃棄

283 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

指定医療機関名簿 指定医療機関名簿 労災補償 労災保険短期給付リ
スト

指定医療機関名簿
1 12 廃棄

284 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

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

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 12 廃棄

285 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 11 廃棄

286 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

業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

業務処理日報
1 11 廃棄

287 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

月計表 月計表 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

月計表
1 11 廃棄

288 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

年計表 年計表 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年計表
1 11 廃棄

289 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

一時金支払日未登記
リスト

一時金支払日未登
記リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

一時金支払日未登記リスト
1 11 廃棄

290 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

一時金支払未処理リ
スト

一時金支払未処理
リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

一時金支払未処理リスト
1 11 廃棄

291 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

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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

厚年等未調整・厚年等年額未登記
リスト 1 11 廃棄

292 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

内払・充当未処理リ
スト

内払・充当未処理
リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

内払・充当未処理リスト
1 11 廃棄

293 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

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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

失権差額一時金・未支給年金未処
理リスト 1 11 廃棄

294 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

支払事故未処理リス
ト

支払事故未処理リ
スト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支払事故未処理リスト
1 11 廃棄

295 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

債務者登録票未入力
リスト

債務者登録票未入
力リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

債務者登録票未入力リスト
1 11 廃棄

296 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

年金・一時金データ
未入力リスト

年金・一時金デー
タ未入力リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金データ未入力リスト
1 11 廃棄

297 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

転給未処理リスト 転給未処理リスト 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

転給未処理リスト
1 11 廃棄

298 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

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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金データ登記未処理リ
スト 1 11 廃棄

299 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

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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金決議書未入力リスト
1 11 廃棄

300 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

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）

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金処理件数リスト（登
録） 1 11 廃棄

301 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

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）

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金処理件数リスト（変
更） 1 11 廃棄

302 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

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）

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金・一時金処理件数リスト（訂
正） 1 11 廃棄

303 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

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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

受給権者金融機関変更リスト
1 11 廃棄

304 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

指定年齢到達予定者
リスト

指定年齢到達予定
者リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

指定年齢到達予定者リスト
1 11 廃棄

305 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

支給停止解除予定者
リスト

支給停止解除予定
者リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支給停止解除予定者リスト
1 11 廃棄

306 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

支払取消リスト 支払取消リスト 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支払取消リスト
1 11 廃棄

307 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

支払回収データリス
ト

支払回収データリ
スト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支払回収データリスト
1 11 廃棄

308 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

支払事故通知リスト 支払事故通知リス
ト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支払事故通知リスト
1 11 廃棄

309 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

支払差止者リスト 支払差止者リスト 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

支払差止者リスト
1 11 廃棄



310 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

決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

決議書破棄リスト
1 11 廃棄

311 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

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

定期報告書未提出者リスト
1 11 廃棄

312 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

年金支払明細表 年金支払明細表 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金支払明細表
1 11 廃棄

313 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

年金額等変更リスト 年金額等変更リス
ト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

年金額等変更リスト
1 11 廃棄

314 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

債権管理票 債権管理票 労災補償 労災保険年金給付リ
スト

債権管理票
1 11 廃棄

315 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

被災者別未処理事案
リスト

被災者別未処理事
案リスト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

被災者別未処理事案リスト
１ 11 廃棄

316 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

厚年情報照合リスト 厚年情報照合リス
ト

労災補償 労災保険年金給付リ
スト

厚年情報照合リスト
1 11 廃棄

317 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

業務処理日報
1 11 廃棄

318 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

月計表 月計表 労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

月計表
1 11 廃棄

319 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

年計表 年計表 労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

年計表
1 11 廃棄

320 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留状況リスト 給付保留状況リス
ト

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留状況リスト
1 11 廃棄

321 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留解除処理状
況リスト

給付保留解除処理
状況リスト

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

322 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

保留解除対象リスト 保留解除対象リス
ト

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

保留解除対象リスト
1 11 廃棄

323 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧
表

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

給付保留入力一覧表
1 11 廃棄

324 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

未処理事案リスト 未処理事案リスト 労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

未処理事案リスト
1 11 廃棄

325 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

受付状況件数リスト 受付状況件数リス
ト

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

受付状況件数リスト
1 11 廃棄

326 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

支払状況リスト 支払状況リスト 労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

支払状況リスト
1 11 廃棄

327 11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)
給付リスト

介護・年金データ不
一致リスト

介護・年金データ
不一致リスト

労災補償 労災保険介護(補償)
給付リスト

介護・年金データ不一致リスト
1 11 廃棄

328 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

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 平成29年度新規追加 平成29年度新規追加

329 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

特定個人情報ファ
イルへのアクセス
記録に係る確認記

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 平成29年度新規追加 平成29年度新規追加

330 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

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 平成29年度新規追加 平成29年度新規追加

331 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

労災補償 特定個人情報の保護 特定個人情報ファイル簿
常用 22 未定 平成29年度新規追加 平成29年度新規追加



事　項 業務の区分 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

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 庶務 文書台帳 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 収受文書台帳 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 発議文書台帳 発議文書台帳
30 22 廃棄

電報受付送付関係 電報受付送付簿 電報受付送付簿
5 22 廃棄

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 特殊取扱郵便等受付送付簿
5 22 廃棄

郵便物発送関係 郵便物発送簿 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 郵便料金表示額記録簿
5 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
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

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

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 庶務 職員の勤務時間 勤務時間
　 　

　出勤簿 　出勤簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　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

休暇簿関係 休暇簿
　

　年次休暇 　年次休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　病気・特別休暇 　病気・特別休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　介護休暇 　介護休暇
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　妊婦健診通勤願 　妊婦健診通勤願
3 13 廃棄

　職員（妊婦）の勤務時間免除願 　職員（妊婦）の勤務時間免除願
3 13 廃棄

超過勤務・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務関係

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5年3月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

　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

翌年度の４月１日から起算

　育児又は介護状況変更届 　育児又は介護状況変更届
3 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

非常勤職員関係 非常勤職員関係 非常勤職員関係
5 13 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特地勤務手当関係 特地勤務手当 庶務 職員の諸手当 特地勤務手当
5 13 廃棄

支給をしなくなった翌年度の４月１日から起算

特殊勤務手当等関係 特殊勤務手当等
  

　特殊勤務実績簿 　特殊勤務実績簿
5年1月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

　特殊勤務手当整理簿 　特殊勤務手当整理簿
5年1月 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

放射線取扱手当関係 放射線取扱手当
  

　放射線取扱手当記録簿 　放射線取扱手当記録簿
5 13 廃棄

作成の日の翌年度の４月１日から起算

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 庶務 職員の服務 海外渡航承認、海外出張
3 13 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 行政監察 行政監察綴
10 － 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

防災に関する事項 防災 防災業務計画関係 防災業務計画 庶務 防災 防災業務計画
10 － 廃棄

防災関係 防災関係綴 防災関係綴
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 庶務 職員の福利厚生 健康診断関係綴
3 13 廃棄

公務災害関係 公務災害関係綴 公務災害関係綴
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） 庶務 物品管理 物品管理簿（重要物品）
常用 15 廃棄

物品供用関係 物品供用簿（重要物品） 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） 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） 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） 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） 物品供用簿（消耗品）
常用 15 廃棄

物品管理換通知書関係 物品管理換通知書綴 物品管理換通知書綴
5 15 廃棄

請求書、受領書含む。

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 物品増減及び現在額報告書
5 15 廃棄

物品不用決定関係 物品不用決定関係 物品不用決定関係
5 15 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

納付受託証書受払簿 庶務 納付受託 納付受託証書受払簿
5 15（2） 廃棄

納付受託証書原符綴 納付受託証書原符綴
5 15（2） 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 15 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 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 13 廃棄

官用車修理要求書関係 官用車修理要求書 官用車修理要求書
3 13 廃棄

官用車事故報告書関係 官用車事故報告書 官用車事故報告書
3 13 廃棄

官用車運転日報関係 官用車運転日報 官用車運転日報
1 13 廃棄

旅行命令関係 旅行命令簿 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

15 予算及び決算に関する事項 会計事故報告 会計関係事故報告書関係 会計関係事故報告書綴 庶務 会計事故報告 会計関係事故報告書綴
5 15 廃棄

12 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

会計に関する訴訟関係 会計に関する訴訟関係書類綴 庶務 会計に関する訴訟 会計に関する訴訟関係書類綴 訴訟終結
後10年

12（6） 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

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

他に編集されるものを除く

会計検査、監査、受検関係 会計検査、監査、受検関係綴 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
　

　基準給与簿 　基準給与簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

　職員別給与簿 　職員別給与簿
5 13 廃棄

翌年度の４月１日から起算

給与関係実績報告関係 給与関係実績報告綴 給与関係実績報告綴
5 13 廃棄

給与支払報告書関係 給与支払報告書綴 給与支払報告書綴
5 13 廃棄

地方税、所得税、共済掛金控除関係 地方税、所得税、共済掛金控除関係綴 地方税、所得税、共済掛金控除関
係綴 5 13 廃棄

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

歳入及び歳出の決算報告書並びにその作
成の基礎となった意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 庶務 経理・出納 会計事務補助者命免簿綴
5 15（2） 廃棄

前渡資金出納計算書綴 前渡資金出納計算書綴
5 15（2） 廃棄

現金振込書・領収証書綴 現金振込書・領収証書綴
5 15（2） 廃棄

現金領収証原符綴 現金領収証原符綴
5 15（2） 廃棄

2/15



事　項 業務の区分 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

現金出納簿（資金前渡官吏） 現金出納簿（資金前渡官吏）
5 15（2） 廃棄

小切手原符国庫金振替書原附 小切手原符国庫金振替書原附
5 15（2） 廃棄

前渡資金科目整理簿 前渡資金科目整理簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金出納計算書同附属証拠書控 前渡資金出納計算書同附属証拠書
控 5 15（2） 廃棄

小切手等受払簿 小切手等受払簿
5 15（2） 廃棄

国庫金送金（振込）請求書綴 国庫金送金（振込）請求書綴
5 15（2） 廃棄

明細書を含む

国庫金送金（振込）請求書訂正願
同取消決議書等綴

国庫金送金（振込）請求書訂正願
同取消決議書等綴 5 15（2） 廃棄

国庫金振替通知書綴 国庫金振替通知書綴
5 15（2） 廃棄

取得請求発注決議書綴（ガソリン） 取得請求発注決議書綴（ガソリ
ン） 5 15（2） 廃棄

証拠書類（支払決議書） 証拠書類（支払決議書）
5 15（2） 廃棄

返納金領収証書受払簿 返納金領収証書受払簿
5 15（2） 廃棄

返納金領収書原符綴 返納金領収書原符綴
5 15（2） 廃棄

前金・概算払整理簿 前金・概算払整理簿
5 15（2） 廃棄

前渡資金交付関係綴 前渡資金交付関係綴
5 15（2） 廃棄

未到達国庫金送金通知書整理簿 未到達国庫金送金通知書整理簿
5 15（2） 廃棄

郵便切手使用明細書請求書綴 郵便切手使用明細書請求書綴
5 15（2） 廃棄

預託金月計突合表及び支払整理簿綴 預託金月計突合表及び支払整理簿
綴 5 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

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

監督 監督業務 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

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 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

休憩自由利用除外許可申請書綴 休憩自由利用除外許可申請書綴 効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

22 文書の管理等に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 30又は常
用

22 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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

集団入抗の場合の時間計算特例許可申請
書綴

集団入抗の場合の時間計算特例許
可申請書綴

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

重量物取扱除外許可申請書綴 重量物取扱除外許可申請書綴 効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

職業訓練に関する特別許可に関する書類
綴

職業訓練に関する特別許可に関す
る書類綴

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄
　

断続的な宿直又は日直許可申請書綴 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 事業場台帳 事業場台帳 事業場台帳 30又は常
用

－ 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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）

5 － 廃棄
事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
使用停止等命令等の不利益処分が含まれる場合
には、保存期間を5年とする。

22 文書の管理等に関する事項 監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴（石綿関連文書） 監督復命書綴（石綿関連文書）
常用 22 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

監督に関する事項 監督業務 行政運営関係 行政運営綴 行政運営綴
5 － 廃棄

貯蓄金管理協定関係 貯蓄金管理協定綴 貯蓄金管理協定綴
5 － 廃棄

監督関係参考資料関係 監督関係参考資料綴 監督関係参考資料綴
3 － 廃棄

監督関係指導関係 監督関係指導綴 監督関係指導綴
3 － 廃棄

監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督関係報告綴
3 － 廃棄

監督計画関係 監督計画綴 監督計画綴
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
保存期
間

文書管理規則の別表
第２の該当事項・業
務の区分

保存期間終了時の措置 備考

22 文書の管理等に関する事項 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 立替払認定及び確認台帳
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

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 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 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿 監督復命書索引簿
3 － 廃棄

帰郷旅費支給除外認定申請書関係 帰郷旅費支給除外認定申請書綴 帰郷旅費支給除外認定申請書綴
1 － 廃棄

集団指導関係 集団指導に関する書類綴 集団指導に関する書類綴
5 － 廃棄

出頭要求簿関係 出頭要求簿 出頭要求簿
3 － 廃棄

使用許可関係 使用許可綴 使用許可綴
3 － 廃棄

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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復
命書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とす
ること。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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）

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

事案の完結日が属する年度の綴に編綴するこ
と。
出頭命令等の不利益処分が含まれる場合には、
保存期間を5年とする。
石綿に関する申告処理台帳については「監督復
命書綴（石綿関連文書）」に編綴し、常用とす
ること。

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 要監理事業場台帳
3 － 廃棄

公益通報処理台帳完結関係 公益通報処理台帳完結綴 公益通報処理台帳完結綴
3 － 廃棄

公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿
3 － 廃棄

申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿
3 － 廃棄

月別監督計画関係 月別監督計画綴 月別監督計画綴

3 － 廃棄

適用事業報告関係 適用事業報告綴 適用事業報告綴

3 － 廃棄

有期事業適用事業報告関係 有期事業適用事業報告綴 有期事業適用事業報告綴
3 － 廃棄

預金管理状況報告関係 預金管理状況報告綴 預金管理状況報告綴

3 － 廃棄

紛争解決援助制度相談関係 紛争解決援助制度相談綴 紛争解決援助制度相談綴

3 － 廃棄

月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 月別監督指導実績綴

1 － 廃棄

当年度監督対象事業場関係 当年度監督対象事業場綴 当年度監督対象事業場綴
3 － 廃棄

通報関係 通報関係綴 通報関係綴

1 － 廃棄

確認対象事業場名簿 確認対象事業場名簿綴 確認対象事業場名簿綴

3 － 廃棄

監督指導業務運営要領関係 監督指導業務運営要領綴 監督指導業務運営要領綴
10 － 廃棄

各地方局版通達集

監督指導結果関係 監督指導結果取りまとめ表 監督指導結果取りまとめ表
3 － 廃棄

相談等記録票関係 相談等記録票綴 相談等記録票綴

3 － 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

11,
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯,法人の権利義務の得喪及
びその経緯

監督業務 代休付与命令関係 代休付与命令綴 代休付与命令綴

5 11（2），12（2） 廃棄

監督に関する事項 監督業務 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

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

勤労青少年旅客運賃割引証出納簿 勤労青少年旅客運賃割引証出納簿 勤労青少年旅客運賃割引証出納簿
3 － 廃棄

家事使用人を除く

勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書関
係

勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書 勤労青少年旅客運賃割引証交付申
請書 3 － 廃棄

家事使用人を除く

労働基準協会関係 労働基準協会関係綴 労働基準協会関係綴
3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事項 就業環境 就業規則受理索引簿 就業規則受理索引簿 監督 就業環境 就業規則受理索引簿

30又は常
用

22 未定

　

監督に関する事項 就業環境 有期事業就業規則関係 有期事業就業規則綴 有期事業就業規則綴
3 － 廃棄

非常災害時間延長届関係 非常災害時間延長届綴 非常災害時間延長届綴
3 － 廃棄

解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 解雇予告除外認定綴
3 － 廃棄

時間外休日労働協定届関係 時間外休日労働協定届綴 時間外休日労働協定届綴
3 － 廃棄

交代制による深夜時間延長許可申請書関
係

交代制による深夜時間延長許可申請書綴 交代制による深夜時間延長許可申
請書綴 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 就業規則届出綴
5 － 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

１ヶ月単位の変形労働時間制に関
する協定届綴 3 － 廃棄

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

１年単位の変形労働時間制に関す
る協定届綴 3 － 廃棄

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

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

時間外労働・休日労働に関する労働時間
等設定改善委員会決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労働時間
等設定改善委員会決議届綴

時間外労働・休日労働に関する労
働時間等設定改善委員会決議届綴 3 － 廃棄

時間外労働・休日労働に関する労使委員
会の決議届関係

時間外労働・休日労働に関する労使委員
会の決議届

時間外労働・休日労働に関する労
使委員会の決議届 3 － 廃棄

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 事業場外・裁量労働みなし労働協
定届 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制労使委員会設置届
綴関係

企画業務型裁量労働制労使委員会設置届
綴

企画業務型裁量労働制労使委員会
設置届綴 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴
関係

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 企画業務型裁量労働制に関する決
議届綴 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制に関する報告綴関
係

企画業務型裁量労働制に関する報告綴 企画業務型裁量労働制に関する報
告綴 3 － 廃棄

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴
関係

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 専門業務型裁量労働制に関する協
定届綴 3 － 廃棄

一斉休憩適用除外許可申請書関係 一斉休憩適用除外許可申請書綴 一斉休憩適用除外許可申請書綴
3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事項 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 事業附属寄宿舎 寄宿舎規則受理索引簿 30又は常
用

22 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

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

効力消滅
後5年

12（2） 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 寄宿舎規則
5 － 廃棄

寄宿舎設置届関係 寄宿舎設置届綴 寄宿舎設置届綴
5 － 廃棄

有期事業寄宿舎規則関係 有期事業寄宿舎規則綴 有期事業寄宿舎規則綴
3 － 廃棄

監督に関する事項 交付金事業 モデル就業規則普及促進援助事業関係 モデル就業規則普及促進援助事業綴 監督 交付金事業 モデル就業規則普及促進援助事業
綴

3 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事項 システム 未加入事業場等独自番号振出簿 未加入事業場等独自番号振出簿 監督 システム 未加入事業場等独自番号振出簿
30又は常

用
22 未定

年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

包括事業場等独自番号振出簿 包括事業場等独自番号振出簿 　 包括事業場等独自番号振出簿 30又は常
用

22 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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 安全 労働安全 安全・衛生管理者台帳 10又は常
用

12 廃棄
安全推進員を含む。年度ごとに編綴していない
場合には「常用」とする。

安全表彰事業場等名簿 安全表彰事業場等名簿 安全表彰事業場等名簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

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 有期事業場設置計画届受理簿
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通
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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

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、告示関係 法令、告示関係綴 法令、告示関係綴
常用 1,14 廃棄

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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 安全関係情報統計その他資料綴
3 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 安全推進員講習修了証交付簿 安全推進員講習修了証交付簿 安全推進員講習修了証交付簿
10 12 廃棄

産業安全衛生施設等特別融資関係 産業安全衛生施設等特別融資関係綴 産業安全衛生施設等特別融資関係
綴 10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

労働安全衛生融資関係 労働安全衛生融資関係綴 労働安全衛生融資関係綴
10 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

安全関係報告関係 安全関係報告綴 安全関係報告綴
3 12 廃棄

全国安全週間関係 全国安全週間関係綴 全国安全週間関係綴
5 12 廃棄

安全（衛生）関係復命書関係 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）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）

5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

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）

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） 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告
関係

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告
綴

安全管理、総括安全衛生管理者選
任報告綴 3 12 廃棄

災害防止計画関係 災害防止計画綴 災害防止計画綴
10 12 廃棄

プレス災害防止総合対策推進関係 プレス災害防止総合対策推進綴 プレス災害防止総合対策推進綴
10 12 廃棄

木工機械災害防止総合対策推進関係 木工機械災害防止総合対策推進綴 木工機械災害防止総合対策推進綴
10 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 災害統計関係 災害統計綴 災害統計綴
5 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 特別安全診断事業場関係 特別安全診断事業場綴 特別安全診断事業場綴
5 12 廃棄

中小企業安全衛生活動助成金関係 中小企業安全衛生活動助成金関係綴 中小企業安全衛生活動助成金関係
綴 5 12 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 安全 検査・試験 検査関係綴
5 12 廃棄

移動式クレーン台帳 移動式クレーン台帳 移動式クレーン台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

エレベーター台帳 エレベーター台帳 エレベーター台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

各種特定機械台帳 各種特定機械台帳 各種特定機械台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳 30又は常
用

12 廃棄
労働衛生課関係と共通　　　年度ごとに編綴し
ていない場合には「常用」とする。

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交
付申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書替・再交
付申請受付簿

クレーン等・ゴンドラ検査証書
替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

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 クレーン等・ゴンドラ検査申請受
付簿 10 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理
簿

クレーン等・ゴンドラ設置・変更届受理
簿

クレーン等・ゴンドラ設置・変更
届受理簿 10 12 廃棄

クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿 クレーン等設置報告簿
10 12 廃棄

計画届受理簿 計画届受理簿 計画届受理簿
10 12 廃棄

継続事業場設置届等受理簿 継続事業場設置届等受理簿 継続事業場設置届等受理簿
10 12 廃棄

小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿 小型ボイラー設置報告簿
10 12 廃棄

ゴンドラ台帳 ゴンドラ台帳 ゴンドラ台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

第1種圧力容器台帳 第1種圧力容器台帳 第1種圧力容器台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

デリック台帳 デリック台帳 デリック台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

統括安全衛生管理者等台帳 統括安全衛生管理者等台帳 統括安全衛生管理者等台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・
再交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証書替・
再交付申請受付簿

ボイラー・第１種圧力容器検査証
書替・再交付申請受付簿 10 12 廃棄

ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請受付簿 ボイラー・第1種圧力容器検査申請
受付簿 10 12 廃棄

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受
理簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変更届受
理簿

ボイラー・第1種圧力容器設置・変
更届受理簿 10 12 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

ボイラー台帳 ボイラー台帳 ボイラー台帳 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

工事着手差止め命令関係 工事着手差止め命令等綴 工事着手差止め命令等綴
10 12 廃棄

特定対策関係 特定対策関係綴 特定対策関係綴
3 12 廃棄

各種検査申請書関係 各種検査申請書綴 各種検査申請書綴
5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ性能検査関係 クレーン等・ゴンドラ性能検査申請書綴 クレーン等・ゴンドラ性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ代行検査結果報告
関係

クレーン等・ゴンドラ代行検査結果報告
綴

クレーン等・ゴンドラ代行検査結
果報告綴 5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ代行検査受検報告
関係

クレーン等・ゴンドラ代行検査受検報告
綴

クレーン等・ゴンドラ代行検査受
検報告綴 5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査関
係

クレーン等・ゴンドラ落成・変更検査申
請書

クレーン等・ゴンドラ落成・変更
検査申請書 5 12 廃棄

クレーン等設置・変更届関係 クレーン等設置・変更届綴 クレーン等設置・変更届綴
5 12 廃棄

欠陥機械関係 欠陥機械関係綴 欠陥機械関係綴
5 12 廃棄

ゴンドラ設置・変更届関係 ゴンドラ設置・変更届綴 ゴンドラ設置・変更届綴
5 12 廃棄

事業場設置計画届関係 事業場設置計画届綴 事業場設置計画届綴
5 12 廃棄

第1種圧力容器設置、変更届関係 第1種圧力容器設置、変更届綴 第1種圧力容器設置、変更届綴
5 12 廃棄

定例報告関係 定例報告綴 定例報告綴
5 12 廃棄

報告例規によるもの

特定機械移管関係 特定機械移管関係綴 特定機械移管関係綴
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

総合安衛指導を含む

ボイラー設置、変更届関係 ボイラー設置、変更届綴 ボイラー設置、変更届綴
5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書関係

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書綴

ボイラー第1種圧力容器落成変更検
査申請書綴 5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書関
係

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書綴 ボイラー第1種圧力容器性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器代行検査受検報告
関係

ボイラー第1種圧力容器代行検査受検報告
綴

ボイラー第1種圧力容器代行検査受
検報告綴 5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器代行検査結果報告
関係

ボイラー第1種圧力容器代行検査結果報告
綴

ボイラー第1種圧力容器代行検査結
果報告綴 5 12 廃棄

機械等貸与事業状況報告関係 機械等貸与事業状況報告綴 機械等貸与事業状況報告綴
3 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告関係 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告綴 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報
告綴 3 12 廃棄

クレーン等設置報告関係 クレーン等設置報告綴 クレーン等設置報告綴
3 12 廃棄

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（石綿関連
文書を除く）

建設工事、土石採取計画届綴（石
綿関連文書を除く） 3 12 廃棄

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） 建設工事計画届綴（石綿関連文
書） 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

建設物、機械等計画届関係 建設物、機械等計画届綴 建設物、機械等計画届綴
3 12 廃棄

計画届免除認定事業場管理簿 計画届免除認定事業場管理簿 計画届免除認定事業場管理簿 30又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

計画届免除認定関係 計画届免除認定関係綴 計画届免除認定関係綴
3 12 廃棄

建設用リフト台帳 建設用リフト台帳 建設用リフト台帳
3 12 廃棄

小型ボイラー設置報告関係 小型ボイラー設置報告綴 小型ボイラー設置報告綴
3 12 廃棄

第2種圧力容器設置報告関係 第2種圧力容器設置報告綴 第2種圧力容器設置報告綴
3 12 廃棄

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 特定元方事業者事業開始報告綴
3 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告関係 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告綴 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報
告綴 3 12 廃棄

試験講習関係 試験講習関係綴 試験講習関係綴
3 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） 無災害記録樹立事業場名簿 無災害記録樹立事業場名簿 安全 労働災害（労働安全） 無災害記録樹立事業場名簿
10 12 廃棄

安全に関する事項 労働災害（労働安全） 労働災害動向調査関係 労働災害動向調査綴 労働災害動向調査綴
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
保存期
間

文書管理規則の別表
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

労働災害（労働安全） 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

災害事故報告関係 災害事故報告綴 災害事故報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿 災害調査等処理経過簿
5 12 廃棄

災害速報綴を含む

災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 災害調査復命書綴
5 12 廃棄

重大災害に係るものは10年

災害防止協議会関係 災害防止協議会関係綴 災害防止協議会関係綴
5 12 廃棄

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 安特、下混、災害多発事業場関係
綴 5 12 廃棄

労災防止指導員関係 労災防止指導員関係綴 労災防止指導員関係綴
5 12 廃棄

労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 労働者死傷病報告綴
5 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災害速報簿 災害速報簿 災害速報簿
3 12 廃棄

労働衛生課関係と共通

災防団体関係 災防団体等関係綴 災防団体等関係綴
3 12 廃棄

各種安全協議会を含む

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・衛生管理者台帳（産業医を含む） 安全・衛生管理者台帳（産業医を含む） 労働衛生（健康） 労働衛生管理 安全・衛生管理者台帳（産業医を
含む）

10又は常
用

12 廃棄
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

衛生関係設備装置等設置届受理簿 衛生関係設備装置等設置届受理簿 衛生関係設備装置等設置届受理簿
10 12 廃棄

安全課関係と共通

許認可等に関する重要な経緯 衛生関係適用除外許可関係 衛生関係適用除外許可関係綴 衛生関係適用除外許可関係綴 効力消滅
後10年

12（2） 廃棄
個人及び法人の権利利益義務の得喪及びその経
緯の保存年限が最長10年のため

労働衛生管理 衛生管理者、産業医、安全管理者台帳 衛生管理者、産業医、安全管理者台帳 衛生管理者、産業医、安全管理者
台帳 10 12 廃棄

危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳 危険有害業務関係事業場台帳 30又は常
用

12 未定
安全課関係と共通　　年度ごとに編綴していな
い場合には「常用」とする。

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 労働衛生関係許可認定関係綴
10 12（2） 廃棄

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 労働衛生関係表彰名簿
10 12 廃棄

労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿 労働衛生表彰事業場名簿
10 12 廃棄

安全課関係と共通

衛生管理員講習修了証交付簿 衛生管理員講習修了証交付簿 衛生管理員講習修了証交付簿
10 12 廃棄

産業安全衛生施設等特別融資関係 産業安全衛生施設等特別融資関係綴 産業安全衛生施設等特別融資関係
綴 10 12 廃棄

安全課関係と共通

労働安全衛生融資関係 労働安全衛生融資関係綴 労働安全衛生融資関係綴
10 12 廃棄

安全課関係と共通

衛生関係設備装置等設置届関係 衛生関係設備装置等設置届綴 衛生関係設備装置等設置届綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通

衛生関係報告（定期、随時、臨時）関係 衛生関係報告（定期、随時、臨時）綴 衛生関係報告（定期、随時、臨
時）綴 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（石綿関連文
書）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

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

全国労働衛生週間関係 全国労働衛生週間関係綴 全国労働衛生週間関係綴
5 12 廃棄

労働衛生関係 労働衛生関係綴 労働衛生関係綴
5 12 廃棄

災害調査・測定指導等

労働衛生関係定例報告関係 労働衛生関係定例報告綴 労働衛生関係定例報告綴
5 12 廃棄

労働衛生関係報告届出関係 労働衛生関係報告届出綴（石綿関連文書
を除く）

労働衛生関係報告届出綴（石綿関
連文書を除く） 5 12 廃棄

健診結果報告を除く

労働衛生週間関係 労働衛生週間関係綴 労働衛生週間関係綴
5 12 廃棄

衛生関係復命書関係 衛生関係復命書綴 衛生関係復命書綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通

産業医、衛生管理者選任報告関係 産業医、衛生管理者選任報告綴 産業医、衛生管理者選任報告綴
3 12 廃棄

許認可等に関する重要な経緯 製造禁止物質の製造、輸入、使用許可申
請書関係

製造禁止物質の製造、輸入、使用許可申
請書（石綿関係文書を除く）

製造禁止物質の製造、輸入、使用
許可申請書（石綿関係文書を除
く）

3 12（2） 廃棄
許可申請書の使用等の期間を考慮し、必要年数
延期

石綿等の製造、輸入、使用許可申請書
（石綿関連文書）関係

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） 常用 12（2） 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

特定化学物質等製造許可申請関係 特定化学物質等製造許可申請関係 特定化学物質等製造許可申請関係 効力消滅
後10年

12（2） 廃棄
個人及び法人の権利利益義務の得喪及びその経
緯の保存年限が最長10年のため

労働衛生管理 タンク内業務届関係 タンク内業務届 タンク内業務届
3 12 廃棄

有害物表示制度の通報関係 有害物表示制度の通報関係綴 有害物表示制度の通報関係綴
3 12 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

建築物解体等作業届（石綿関係）関係 建築物解体等作業届（石綿関係）綴 建築物解体等作業届（石綿関係）
綴 常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

廃止事業場記録等報告書関係 廃止事業場記録等報告書（石綿関連文書
を除く）

廃止事業場記録等報告書（石綿関
連文書を除く） 30 12 廃棄

記録作成日の翌年度から起算。

廃止事業場石綿関係記録等報告書関係 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
常用 12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

労働衛生関係往復文書関係 労働衛生関係往復文書綴 労働衛生関係往復文書綴
3 12 廃棄

労働衛生関係会議等関係 労働衛生関係会議等綴 労働衛生関係会議等綴
3 12 廃棄

粉じん障害防止総合対策関係 粉じん障害防止総合対策綴 粉じん障害防止総合対策綴
10 12 廃棄

快適職場関係 快適職場関係綴 快適職場関係綴
5 12 廃棄

振動障害防止総合対策関係 振動障害防止総合対策綴 振動障害防止総合対策綴
10 12 廃棄

小規模事業場安全衛生活動関係 小規模事業場安全衛生活動関係綴 小規模事業場安全衛生活動関係綴
5 12 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関係 じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文
書を除く）

労働衛生（健康） 労働者の健康管理 じん肺管理区分決定関係綴（石綿
関連文書を除く） 30 11 廃棄

じん肺管理区分決定関係綴（石綿関連文
書）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

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

特殊健康診断結果報告関係 特殊健康診断結果報告綴 特殊健康診断結果報告綴
3 11 廃棄

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 11 廃棄

健康診断結果報告（一般）関係 健康診断結果報告綴（一般） 健康診断結果報告綴（一般）
3 11 廃棄

心理的負担の程度を把握するための検査
結果等報告関係

心理的負担の程度を把握するための検査
結果等報告綴

心理的負担の程度を把握するため
の検査結果等報告綴

3 11 廃棄
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

労働災害（労働衛生） 事故報告関係 事故報告綴 労働衛生（健康） 労働災害（労働衛生） 事故報告綴
5 12 廃棄

安全課関係と共通

労働者死傷病報告（職業性疾病関係）関
係

労働者死傷病報告（職業性疾病関係）綴 労働者死傷病報告（職業性疾病関
係）綴 5 12 廃棄

安全課関係と共通

災害速報関係 災害速報簿 災害速報簿
3 12 廃棄

安全課関係と共通

工業中毒特殊疾病報告関係 工業中毒特殊疾病報告綴 工業中毒特殊疾病報告綴
3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

最低賃金 家内労働法に基づく行政措置関係 家内労働法に基づく行政措置等に関する
綴

賃金 最低賃金 家内労働法に基づく行政措置等に
関する綴 5 12（2） 廃棄

家内労働関係 家内労働関係綴 家内労働関係綴
5 － 廃棄

（含監督関係及び資料、情報関係）

家内労働死傷病届関係 家内労働死傷病届綴 家内労働死傷病届綴
5 12（2） 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

最低賃金の減額の特例許可申請処理簿 最低賃金の減額の特例許可申請処理簿
5 12（2） 廃棄

最低賃金の減額の特例許可綴 最低賃金の減額の特例許可綴
5 12（2） 廃棄

最低賃金 自動車運転手賃金制度改善関係 自動車運転手賃金制度改善関係綴 自動車運転手賃金制度改善関係綴
5 － 廃棄

（含通達）

退職手当保全関係 退職手当保全関係綴 退職手当保全関係綴
5 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金 他官庁等の編さんに係る各種調査報告書
及び各種資料

他官庁等の編さんに係る各種調査報告書
及び各種資料関係綴

他官庁等の編さんに係る各種調査
報告書及び各種資料関係綴 5 － 廃棄

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 賃金構造基本統計調査関係綴
5 － 廃棄

（含実施通達）

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

最低賃金 定年延長関係 定年延長関係綴 定年延長関係綴
5 － 廃棄

委託状況届関係 委託状況届綴 委託状況届綴
3 － 廃棄

賃金に関する事項 最低賃金 各種統計調査関係事業場名簿 各種統計調査関係事業場名簿 各種統計調査関係事業場名簿
1 － 廃棄

（上記3種のもの）

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

最低賃金 最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿 最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿 最低賃金の減額の特例許可書用紙受払簿
3 11（3） 廃棄

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
3 － 廃棄

賃金に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 労働者福祉施設制度調査関係 労働者福祉施設制度調査関係綴 賃金 平均賃金決定・賃金調
査

労働者福祉施設制度調査関係綴
5 － 廃棄

（含実施通達）（昭和59年度より賃金労働時間
制度等総合調査として実施）

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 平均賃金決定関係 平均賃金決定関係綴 平均賃金決定関係綴
5 11（3） 廃棄

賃金に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 賃金労働時間制度総合調査関係 賃金労働時間制度総合調査関係綴 賃金労働時間制度総合調査関係綴
5 － 廃棄

（含実施通達）（昭和59年度より賃金労働時間
制度等総合調査として実施）

労働統計関係 労働統計関係綴 労働統計関係綴
5 － 廃棄

各種統計調査実施通達を含む

9/15



事　項 業務の区分 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

本省編さんに係る各種労働統計調査結果
報告書及び各種資料関係

本省編さんに係る各種労働統計調査結果
報告書及び各種資料関係綴

本省編さんに係る各種労働統計調
査結果報告書及び各種資料関係綴 3 － 廃棄

13 職員の人事に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 統計調査員及び臨時集計員発令関係 統計調査員及び臨時集計員発令関係綴 統計調査員及び臨時集計員発令関
係綴 3 13 廃棄

（含実施通達）

賃金に関する事項 平均賃金決定・賃金調査 賃金制度関係 賃金制度関係綴 賃金制度関係綴
3 － 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 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

官庁連絡会議関係 官庁連絡会議綴 官庁連絡会議綴
3 － 廃棄

医師会主催の関係官庁との定例会議

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 給付原簿 給付原簿 給付原簿 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 銀行関係契約書関係 銀行関係契約書綴 銀行関係契約書綴 30又は常
用

12 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金給付決定関係 年金給付決定関係綴 年金給付決定関係綴 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

年金給付原簿 年金給付原簿 年金給付原簿 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿 保険給付請求書受付処理簿
1 11 廃棄

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 社会復帰促進等事業申請書送達簿 30又は常
用

11 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

給付記録票（カード）関係 給付記録票（カード） 給付記録票（カード）
10 11 廃棄

審査又は仲裁審査請求関係 審査又は仲裁審査請求 審査又は仲裁審査請求
10 11 廃棄

労基法第8章関係

審査関係 審査関係綴 審査関係綴
10 11 廃棄

スライド（告示）関係 スライド関係（告示）綴 スライド関係（告示）綴
10 11 廃棄

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）

適正給付管理名簿（せき損、じん
肺、その他） 10 11 廃棄

年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿
10 11 廃棄

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 保険給付不支給決定請求書綴
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

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 求償権差し控え送達綴
5 11,12 廃棄

求償権取得完結関係 求償権取得完結綴 求償権取得完結綴
5 11,12 廃棄

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

主任収入官吏・歳入歳出外現金出
納官吏引継書綴 5 11,12 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

判決書又は和解調関係 判決書（副本） 判決書（副本）
10 11（6） 原則廃棄

訴訟終結後10年

労災保険給付 職業病相談票綴 職業病相談票綴 職業病相談票綴
1 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

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 第2種特別加入保険料申告書内訳綴
5 11,12 廃棄

第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳 第三者行為災害届受付台帳
7 11,12 廃棄

　

第三者行為災害届関係 第三者行為災害届綴 第三者行為災害届綴

7 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿

7 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 年金移行対象者名簿 年金移行対象者名簿 年金移行対象者名簿
1 11 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 年次業務計画関係 年次業務計画綴 年次業務計画綴
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 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）

労災保険給付等調査復命書綴(石綿
関連文書を除く）

5 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 労災保険給付等調査復命書（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）

労災保険給付等調査復命書綴（石
綿関連文書） 常用 11,12 未定

具体的な対象範囲は平成28年2月5日付け事務連
絡「石綿関連文書の保存について」によるこ
と。

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 援護費転帰・追給・回収リスト関係 援護費転帰・追給・回収リスト綴 援護費転帰・追給・回収リスト綴
3 11 廃棄

海外派遣に関する報告書送達関係 海外派遣に関する報告書送達綴 海外派遣に関する報告書送達綴
1 11 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

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 事業場実地調査書関係 事業場実地調査書綴 事業場実地調査書綴

3 11,12 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 支払調査票関係 支払調査票 支払調査票

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

受給者別年金関係 受給者別年金関係綴 受給者別年金関係綴

3 11 廃棄

失権の翌年度の４月１日から起算
「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

業務上疾病関係整理簿 業務上疾病関係整理簿 業務上疾病関係整理簿

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

業務上疾病処理経過一覧表 業務上疾病処理経過一覧表 業務上疾病処理経過一覧表

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

社会復帰関係 社会復帰関係綴 社会復帰関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 請求書取下げ願綴
3 11 廃棄

請求書未処理状況調関係 請求書未処理状況調綴 請求書未処理状況調綴
3 11 廃棄

専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 専門医意見書依頼関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
経緯，法人の権利義務の得喪及
びその経緯

労災保険給付 第三者行為災害求償四半期報関係 第三者行為災害求償四半期報綴 第三者行為災害求償四半期報綴

3 11,12 廃棄

・三者システムから出力した帳票のうち、事案
の進行管理に用いるものであって、年次報告
等、複数年度における管理に用いる帳票を含
む。

第三者行為災害関係帳票関係 第三者行為災害関係帳票 第三者行為災害関係帳票

1 11,12 廃棄

・三者システムから出力した帳票のうち、事案
の進行管理に用いるものであって、月次報告
等、当該出力年度内で用いる帳票

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・解任届関係 代理人選任・解任届綴 代理人選任・解任届綴
3 12 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・回答関係 他局署調査依頼・回答綴 他局署調査依頼・回答綴
3 11 廃棄

治ゆ認定通知関係 治ゆ認定通知綴 治ゆ認定通知綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 適正給付管理関係綴

3 11 廃棄

「審査請求や訴訟対応などに必要等長期間保存
する必要があるもの」については、常用の保存
期間とし、処分が確定したものについては、処
分確定日の属する年度の翌年度の4月1日を起算
点として、10年の保存期間とする。

陳情関係 陳情関係綴 陳情関係綴
1 11 廃棄

年金関係諸報告書関係 年金関係諸報告書綴 年金関係諸報告書綴
3 11 廃棄

労災保険業務統計報告関係 労災保険業務統計報告綴 労災保険業務統計報告綴
3 11 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 30又は常
用

12 未定
年度ごとに編綴していない場合には「常用」と
する。

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書綴 労働保険事務組合認可申請書綴
5 12（2） 廃棄

許認可等の効力消滅後５年

11
，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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 特別加入申請書送達綴 特別加入申請書送達綴
1 11,12 廃棄

特別加入脱退申請書（第3種を含む）関係 特別加入脱退申請書（第3種を含む）送達
綴

特別加入脱退申請書（第3種を含
む）送達綴 1 11,12 廃棄

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
関係

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
送達綴

特別加入に関する変更届（第3種を
含む）送達綴 1 11,12 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 保険関係成立届関係文書
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 名称・所在地等変更届関係文書
5 12 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

任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係文書 任意加入申請書類関係文書
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 継続事業一括申請書関係文書
5 12 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

下請負人を事業主とする認可申請書関係
文書

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

労働保険適用 任意加入申請に係る通知関係 任意加入申請に係る通知文書 任意加入申請に係る通知文書
3 12 廃棄

保険料申告書関係 保険料申告書関係文書 保険料申告書関係文書
3 12 廃棄

継続事業一括申請に係る通知関係 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
3 12 廃棄

有期確定未申告事業リスト関係 有期確定未申告事業リスト綴 有期確定未申告事業リスト綴
3 12 廃棄

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
通知関係

下請負人を事業主とする認可申請に係る
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 3 12（2） 廃棄

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 労働保険適用徴収関係書類送付書
綴 3 12 廃棄

一括有期事業開始届関係 一括有期事業開始届綴 一括有期事業開始届綴
3 12 廃棄

一括有期事業報告書関係 一括有期事業報告書綴 一括有期事業報告書綴
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 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 保険関係消滅申請関係文書
3 12 廃棄

各種徴収決定仕訳書関係 各種徴収決定仕訳書綴 各種徴収決定仕訳書綴
3 12 廃棄

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 継続メリット制適用事業場名簿綴
3 12 廃棄

年更リスト関係 年更リスト綴 年更リスト綴
3 12 廃棄

保険給付変更通知書関係 保険給付変更通知書関係綴 保険給付変更通知書関係綴
3 12 廃棄

保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 保険料算定基礎調査書綴
3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿 納付受託証券再委託受払簿 労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿
3 12 廃棄

納付受託証券再委託残高証明書関係 納付受託証券再委託残高証明書綴 納付受託証券再委託残高証明書綴
3 12 廃棄

納付受託証券整理関係 納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿
3 12 廃棄

納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分
任） 3 12 廃棄

納付受託証書関係 納付受託証書 納付受託証書
3 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

費用徴収関係 費用徴収関係綴 費用徴収関係綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書関係 歳入歳出外現金出納計算書綴 歳入歳出外現金出納計算書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書関
係

歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書綴 歳入歳出外現金出納計算書附属証
拠書綴 3 12 廃棄

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） 歳入歳出外現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

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） 収入官吏現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

収入金現金出納計算書（証明書を含む）
関係

収入金現金出納計算書（証明書を含む）
綴

収入金現金出納計算書（証明書を
含む）綴 3 12 廃棄

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 収入金現金出納計算書附属証拠書
綴 5 12 廃棄

現金払込書関係 現金払込書 現金払込書
5 12 廃棄

現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書
3 12 廃棄

現金領収証書関係 現金領収証書 現金領収証書
5 12 廃棄

使用中のもののみ緊急時持出

現金領収証書等引継書関係 現金領収証書等引継書綴 現金領収証書等引継書綴
5 12 廃棄

納付受託証券の月末残高等報告書関係 納付受託証券の月末残高等報告書綴 納付受託証券の月末残高等報告書
綴 3 12 廃棄

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 納付受託証券不渡等決議書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金領収証書関係 歳入歳出外現金領収証書 歳入歳出外現金領収証書
5 12 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

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 労災補償 労災保険短期給付リス
ト

５号等入力結果一覧表

1 11 廃棄

以下の保存期間を１年としているリストのう
ち、リストの内容を確認しなくとも職務上特段
の支障を生じないものについては、B文書（保
存期間１年未満）として整理し、ファイル管理
簿に記載する必要がないため行政文書ファイル
管理簿から削除する。

事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表
1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表
1 11 廃棄

全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト
1 11 廃棄

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 全給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

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 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 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

業務処理日報 業務処理日報 業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリ
スト 1 11 廃棄

審査関係リスト 審査関係リスト 審査関係リスト
1 11 廃棄

審査関係要求票メッセージリスト 審査関係要求票メッセージリスト 審査関係要求票メッセージリスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト
1 11 廃棄

決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

長期受給者リスト 長期受給者リスト 長期受給者リスト
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

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 治ゆ・死亡年月日未登記リスト
1 11 廃棄

支払内訳表 支払内訳表 支払内訳表
1 11 廃棄

適正給付管理カード 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

労災保険短期給付リスト 指定医療機関名簿 指定医療機関名簿 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 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

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 休業厚年情報照合結果リスト
1 11 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 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険年金給付リス
ト

業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト
1 11 廃棄

一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト
1 11 廃棄

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 厚年等未調整・厚年等年額未登記
リスト 1 11 廃棄

内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト
1 11 廃棄

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

失権差額一時金・未支給年金未処
理リスト 1 11 廃棄

支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト
1 11 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

債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト
1 11 廃棄

年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト
1 11 廃棄

転給未処理リスト 転給未処理リスト 転給未処理リスト
1 11 廃棄

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 年金・一時金データ登記未処理リ
スト 1 11 廃棄

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 年金・一時金決議書未入力リスト
1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（登
録） 1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（変
更） 1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（訂
正） 1 11 廃棄

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 受給権者金融機関変更リスト
1 11 廃棄

指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト
1 11 廃棄

支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト
1 11 廃棄

支払取消リスト 支払取消リスト 支払取消リスト
1 11 廃棄

支払回収データリスト 支払回収データリスト 支払回収データリスト
1 11 廃棄

支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 支払事故通知リスト
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

決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 決議書破棄リスト
1 11 廃棄

所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト
1 11 廃棄

定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト
1 11 廃棄

年金支払明細表 年金支払明細表 年金支払明細表
1 11 廃棄

年金額等変更リスト 年金額等変更リスト 年金額等変更リスト
1 11 廃棄

債権管理票 債権管理票 債権管理票
1 11 廃棄

削除データチェックリスト 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

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

厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト
1 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)給付リスト 業務処理日報 業務処理日報 労災補償 労災保険介護(補償)給
付リスト

業務処理日報
1 11 廃棄

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

給付保留状況リスト 給付保留状況リスト 給付保留状況リスト
1 11 廃棄

給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

保留解除対象リスト 保留解除対象リスト 保留解除対象リスト
1 11 廃棄

給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表
1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト
1 11 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 平成29年度新規追加

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 平成29年度新規追加
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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

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 平成29年度新規追加

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 特定個人情報ファイル簿
常用 22 未定 平成29年度新規追加
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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

○○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 □□ ○○業務例規通達 各種例規通達綴
10 - 廃棄

○○に係る事項 ○○業務通達 各種通達関係 各種通達綴 □□ ○○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 □□ ○○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 □□ 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 □□ ○○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
3 11,12 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 □□ 公益通報 公益通報関係書類
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 22 廃棄

郵便物発送関係 郵便物収受簿 郵便物収受簿
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 郵便料金表示額記録簿
5 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

行政文書取扱い関係文書綴 行政文書取扱い関係文書綴
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

行政文書移管・廃棄関係書類綴 行政文書移管・廃棄関係書類綴
30 22 移管

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 庶務 職員の勤務時間 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

　代休日指定簿 　代休日指定簿
5 13 廃棄

休暇簿関係 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・深夜勤務関係 超過勤務・深夜勤務関係

　超過勤務等命令簿 　超過勤務等命令簿
5 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

非常勤職員関係 非常勤職員関係 非常勤職員関係
5 13 廃棄

13 職員の人事に関する事項 職員の諸手当 特殊勤務手当等関係 庶務 職員の諸手当 特殊勤務手当等
  

　特殊勤務実績簿 　特殊勤務実績簿
5 13 廃棄

令和３年度沖縄労働局八重山労働基準監督署　行政文書保存期間表

1/10



事　項 業務の区分 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

防災に関する事項 防災 防災関係 防災関係綴・防災業務計画 庶務 防災 防災関係綴（防災業務計画含む） 3（防災業
務計画は
10）

－ 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 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 物品増減及び現在額報告書
5 15 廃棄

物品不用決定関係 物品不用決定関係 物品不用決定関係
5 15 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 15 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 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 13 廃棄

官用車修理要求書関係 官用車修理要求書 官用車修理要求書
3 13 廃棄

官用車事故報告書関係 官用車事故報告書 官用車事故報告書
3 13 廃棄

旅行命令関係 旅行命令簿 旅行命令簿
5 13 廃棄

出張計画書関係 出張計画書 出張計画書綴
5 13 廃棄

旅費請求・支払関係 出張旅費にかかる領収書(写)、請求書(控)
等

旅費請求・支払関係綴
5 13 廃棄

15 予算及び決算に関する事項 歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債
務に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 会計関係各種報告書綴
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 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
　

　職員別給与簿 職員別給与簿
5 13 廃棄

給与関係実績報告関係 勤務時間報告綴 勤務時間報告綴
5 13 廃棄

地方税、所得税、共済掛金控除関係 地方税、所得税、共済掛金控除関係綴 法定外控除報告書
5 13 廃棄

署内会議に関する事項 業務会議 署内会議関係 署内会議議事録 庶務 業務会議 署内会議議事録綴
3 ― 廃棄

庶務業務報告他、復命(各課指導
復命以外)に関する事項

庶務業務・他復命(各課指導復命以外)報
告

庶務業務関係関係 定例報告 業務報告・復命 庶務業務報告綴
3 ― 廃棄

各種業務復命関係関係 会議、各種大会参加に係る 各種業務復命書綴
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 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 監視断続労働に従事する者に対する
適用除外許可申請書綴

効力消滅
後5年

12（2） 廃棄

監督に関する事項 監督業務 監察関係 監察関係綴 監察関係綴

10 － 廃棄

22 文書の管理等に関する事項 監督業務 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 許可・認定管理台帳 30又は常
用

22 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許可申請書綴 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

監督復命書関係 監督復命書綴　基準法主眼（石綿関連文書
を除く）

監督復命書綴　基準法主眼（石綿関
連文書を除く） 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

監督業務 監督復命書関係 監督復命書綴　安衛法主眼（石綿関連文書
を除く）

監督復命書綴　安衛法主眼（石綿関
連文書を除く）

5 11,12 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 行政運営綴
5 － 廃棄

監督関係報告関係 監督関係報告綴 監督関係報告綴
3 － 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

監督計画関係 監督計画綴 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

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 立替払認定及び確認復命書

5 11,12 廃棄

監督に関する事項 監督業務 使用許可関係 使用許可綴 使用許可綴
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）

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

11，
12

個人の権利義務の得喪及びその
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）

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 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿 公益通報処理台帳索引簿
3 － 廃棄

申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿 申告処理台帳索引簿
3 － 廃棄

月別監督計画関係 月別監督計画綴 月別監督計画綴

3 － 廃棄

適用事業報告関係 適用事業報告綴 適用事業報告綴

3 － 廃棄

月別監督指導実績関係 月別監督指導実績綴 月別監督指導実績綴

1 － 廃棄

当年度監督対象事業場関係 当年度監督対象事業場綴 当年度監督対象事業場綴
3 － 廃棄

相談等記録票関係 相談等記録票綴 相談等記録票綴

3 － 廃棄

監督に関する事項 監督業務 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

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

労働基準協会関係 労働基準協会関係綴 労働基準協会関係綴
3 － 廃棄

1,14 監督業務通達 各種通達関係 各種通達綴 監督関係通達綴(賃金関係含む)
5 1.14 廃棄

監督業務事務連絡 各種事務連絡関係 各種事務連絡綴 監督関係事務連絡綴(賃金関係含む)
5 1.14 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 監督 就業環境 非常災害時間延長届綴
3 － 廃棄

解雇予告除外認定関係 解雇予告除外認定綴 解雇予告除外認定綴
3 － 廃棄

時間外休日労働協定届関係 時間外休日労働協定届綴 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

就業環境 就業規則届出関係 就業規則届出綴 就業規則届出綴
5 12 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

１ヶ月単位の変形労働時間制に関す
る協定届綴 3 － 廃棄

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

１年単位の変形労働時間制に関する
協定届綴 3 － 廃棄

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 事業場外・裁量労働みなし労働協定
届 3 － 廃棄

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴関
係

企画業務型裁量労働制に関する決議届綴 企画業務型裁量労働制に関する決議
届綴 3 － 廃棄

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴関
係

専門業務型裁量労働制に関する協定届綴 専門業務型裁量労働制に関する協定
届綴 3 － 廃棄

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
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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

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

事業附属寄宿舎 寄宿舎設置関係 寄宿舎設置、規則届綴 監督 事業附属寄宿舎 寄宿舎設置、規則届綴
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 監督 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

最低賃金の減額の特例許可綴 最低賃金の減額の特例許可綴
5 12（2） 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

最低賃金事務連絡 最低賃金に関する事務連絡関係 最低賃金関係事務連絡綴 最低賃金関係事務連絡綴

5 1、14 廃棄

行政システムの運用に関するこ
と

システム 行政システムに関係 行政システムに関する事務連絡・作業報告 監督 システム 労働基準・労災行政システム作業報
告書等綴

5 ― 廃棄

安全 労働安全 安全関係事務連絡綴
3 1,14 廃棄

安全関係通達綴
3 1,14 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）関係復命書関係 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）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）

3 12 廃棄

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）

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）

常用 12 未定

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告関
係

安全管理、総括安全衛生管理者選任報告綴 安全管理、総括安全衛生管理者選任
報告綴 3 12 廃棄

各種検査申請書関係 各種検査申請書綴 各種検査申請書綴
5 12 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・変更届関係 クレーン等設置・変更届綴 安全 検査・試験 クレーン等設置・変更届綴
5 12 廃棄

ゴンドラ設置・変更届関係 ゴンドラ設置・変更届綴 ゴンドラ設置・変更届綴
5 12 廃棄

第1種圧力容器設置、変更届関係 第1種圧力容器設置、変更届綴 第1種圧力容器設置、変更届綴
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

ボイラー設置、変更届関係 ボイラー設置、変更届綴 ボイラー設置、変更届綴
5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書関係

ボイラー第1種圧力容器落成変更検査申請
書綴

ボイラー第1種圧力容器落成変更検
査申請書綴 5 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書関
係

ボイラー第1種圧力容器性能検査申請書綴 ボイラー第1種圧力容器性能検査申
請書綴 5 12 廃棄

クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告関係 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告綴 クレーン等・ゴンドラ休・廃止報告
綴 3 12 廃棄

クレーン等設置報告関係 クレーン等設置報告綴 クレーン等設置報告綴
3 12 廃棄

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（石綿関連文
書を除く）

建設工事、土石採取計画届綴（石綿
関連文書を除く） 3 12 廃棄

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） 建設工事計画届綴（石綿関連文書）
常用 12 未定

建設用リフト台帳 建設用リフト台帳 建設用リフト台帳
3 12 廃棄

小型ボイラー設置報告関係 小型ボイラー設置報告綴 小型ボイラー設置報告綴
3 12 廃棄

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 特定元方事業者事業開始報告綴
3 12 廃棄

ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告関係 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報告綴 ボイラー第1種圧力容器休、廃止報
告綴 3 12 廃棄

災害事故報告関係 災害事故報告綴 災害事故報告綴
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） 災害調査復命書関係 災害調査復命書綴 安全 労働災害（労働安全） 災害調査復命書綴
5 12 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、告示関係 法令、告示関係綴

4/10



事　項 業務の区分 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

労働者死傷病報告関係 労働者死傷病報告綴 労働者死傷病報告綴
5 12 廃棄

災害発生状況綴関係 災害発生状況綴 災害発生状況綴
5 12 廃棄

安全・衛生管理者台帳（産業医を含む） 安全・衛生管理者台帳（産業医を含む） 安全・衛生管理者台帳（産業医を含
む）

10又は常
用

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 労働衛生関係事務連絡 労働衛生関係事務連絡綴 労働衛生（健康） 労働衛生管理 労働衛生関係事務連絡綴
5 1.14 廃棄

労働衛生管理に関する文書 労働衛生関係通達 労働衛生関係通達綴 労働衛生関係通達綴
5 1.14 廃棄

衛生関係復命書関係 衛生関係復命書綴 衛生関係復命書綴
3 12 廃棄

産業医、衛生管理者選任報告関係 産業医、衛生管理者選任報告綴 産業医、衛生管理者選任報告綴
3 12 廃棄

労働衛生管理 建築物解体等作業届（石綿関係）関係 建築物解体等作業届（石綿関係）綴 建築物解体等作業届（石綿関係）綴
常用 12 未定

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 労働衛生（健康） 労働者の健康管理 特殊健康診断結果報告綴
3 11 廃棄

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 11 廃棄

健康診断結果報告（一般）関係 健康診断結果報告綴（一般） 健康診断結果報告綴（一般）
3 11 廃棄

心理的負担の程度を把握するための検査結
果等報告関係

心理的負担の程度を把握するための検査結
果等報告綴

心理的負担の程度を把握するための
検査結果等報告綴

3 11 廃棄

労災補償に関する事項 労災保険給付 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

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

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 保険給付請求書受付処理簿
1 11 廃棄

審査関係 審査関係綴 審査関係綴
10 11 廃棄

スライド（告示）関係 スライド関係（告示）綴 スライド関係（告示）綴
10 11 廃棄

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）

適正給付管理名簿（せき損、じん
肺、その他） 10 11 廃棄

年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿 年金証書交付処理簿
10 11 廃棄

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 保険給付不支給決定請求書綴
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

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

主任収入官吏・歳入歳出外現金出納
官吏引継書綴 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

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 第2種特別加入保険料申告書内訳綴
5 11,12 廃棄

第三者行為災害届関係 第三者行為災害届綴 第三者行為災害届綴
7 11,12 廃棄

第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿 第三者行為災害処理経過簿

7 11,12 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）

労災保険給付等調査復命書綴(石綿
関連文書を除く）

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

労災保険給付 労災保険給付等調査復命書（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）

労災保険給付等調査復命書綴（石綿
関連文書）

常用 11,12 未定

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 援護費転帰・追給・回収リスト関係 援護費転帰・追給・回収リスト綴 援護費転帰・追給・回収リスト綴
3 11 廃棄

海外派遣に関する報告書送達関係 海外派遣に関する報告書送達綴 海外派遣に関する報告書送達綴
1 11 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

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険給付 請求書取下げ願関係 請求書取下げ願綴 請求書取下げ願綴
3 11 廃棄

請求書未処理状況調関係 請求書未処理状況調綴 請求書未処理状況調綴
3 11 廃棄

専門医意見書依頼関係 専門医意見書依頼関係綴 専門医意見書依頼関係綴
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

労災保険給付 第三者行為災害求償四半期報関係 第三者行為災害求償四半期報綴 第三者行為災害求償四半期報綴

3 11,12 廃棄

第三者行為災害関係帳票関係 第三者行為災害関係帳票 第三者行為災害関係帳票

1 11,12 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・解任届関係 代理人選任・解任届綴 代理人選任・解任届綴

3 12 廃棄

不備返戻関係 不備返戻関係綴 不備返戻関係綴
3 12 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・回答関係 他局署調査依頼・回答綴 他局署調査依頼・回答綴
3 11 廃棄

適正給付管理関係 適正給付管理関係綴 適正給付管理関係綴
3 11 廃棄

陳情関係 陳情関係綴 陳情関係綴

1 11 廃棄

年金関係諸報告書関係 年金関係諸報告書綴 年金関係諸報告書綴
3 11 廃棄

労災保険業務統計報告関係 労災保険業務統計報告綴 労災保険業務統計報告綴
3 11 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 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

労働保険事務組合認可申請書綴 労働保険事務組合認可申請書綴
5 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

労働保険適用 特別加入申請書関係 特別加入申請書送達綴 特別加入申請書送達綴
1 11,12 廃棄

特別加入脱退申請書（第3種を含む）関係 特別加入脱退申請書（第3種を含む）送達
綴

特別加入脱退申請書（第3種を含
む）送達綴 1 11,12 廃棄

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
関係

特別加入に関する変更届（第3種を含む）
送達綴

特別加入に関する変更届（第3種を
含む）送達綴 1 11,12 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 保険関係成立届関係文書
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 名称・所在地等変更届関係文書
5 12 廃棄

任意加入申請書類関係 任意加入申請書類関係文書 任意加入申請書類関係文書
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 継続事業一括申請書関係文書
5 12 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

下請負人を事業主とする認可申請書関係文
書

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

労働保険適用 任意加入申請に係る通知関係 任意加入申請に係る通知文書 任意加入申請に係る通知文書
3 12 廃棄

保険料申告書関係 保険料申告書関係文書 保険料申告書関係文書
3 12 廃棄

継続事業一括申請に係る通知関係 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
3 12 廃棄

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
知関係

下請負人を事業主とする認可申請に係る通
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 3 12（2） 廃棄

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 労働保険適用徴収関係書類送付書綴
3 12 廃棄

一括有期事業開始届関係 一括有期事業開始届綴 一括有期事業開始届綴
3 12 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

一括有期事業報告書関係 一括有期事業報告書綴 一括有期事業報告書綴
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 代理人選任・解任届関係文書
3 12 廃棄

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 継続メリット制適用事業場名簿綴
3 12 廃棄

年更リスト関係 年更リスト綴 年更リスト綴
3 12 廃棄

保険料算定基礎調査関係 保険料算定基礎調査書綴 保険料算定基礎調査書綴
3 12 廃棄

12 法人の権利義務の得喪及びその
経緯

労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿 納付受託証券再委託受払簿 労災補償 労働保険徴収 納付受託証券再委託受払簿
3 12 廃棄

納付受託証券再委託残高証明書関係 納付受託証券再委託残高証明書綴 納付受託証券再委託残高証明書綴
3 12 廃棄

納付受託証券整理関係 納付受託証券整理簿 納付受託証券整理簿
3 12 廃棄

納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任） 納付受託証書受払簿（主任・分任）
3 12 廃棄

納付受託証書関係 納付受託証書 納付受託証書
3 12 廃棄

費用徴収関係 費用徴収関係綴 費用徴収関係綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書関係 歳入歳出外現金出納計算書綴 歳入歳出外現金出納計算書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書関係 歳入歳出外現金出納計算書附属証拠書綴 歳入歳出外現金出納計算書附属証拠
書綴 3 12 廃棄

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） 歳入歳出外現金出納簿（主任・分
任） 5 12 廃棄

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） 収入官吏現金出納簿（主任・分任）
5 12 廃棄

収入金現金出納計算書（証明書を含む）関
係

収入金現金出納計算書（証明書を含む）綴 収入金現金出納計算書（証明書を含
む）綴 3 12 廃棄

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 収入金現金出納計算書附属証拠書綴
5 12 廃棄

現金払込書関係 現金払込書 現金払込書
5 12 廃棄

現金払込仕訳書関係 現金払込仕訳書 現金払込仕訳書
3 12 廃棄

現金領収証書関係 現金領収証書 現金領収証書
5 12 廃棄

現金領収証書等引継書関係 現金領収証書等引継書綴 現金領収証書等引継書綴
5 12 廃棄

納付受託証券の月末残高等報告書関係 納付受託証券の月末残高等報告書綴 納付受託証券の月末残高等報告書綴
3 12 廃棄

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 納付受託証券不渡等決議書綴
3 12 廃棄

歳入歳出外現金領収証書関係 歳入歳出外現金領収証書 歳入歳出外現金領収証書
5 12 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 労災補償 短期給付リスト ５号等入力結果一覧表
1 11 廃棄

事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表 事業場別被災者一覧表

1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表 保留区分入力一覧表
1 11 廃棄

全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト 全給付保留状況リスト
1 11 廃棄

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 全給付保留解除処理状況リスト
1 11 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

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 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 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

月計表 月計表 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリスト 治ゆ死亡登記後エラーレセプトリス
ト 1 11 廃棄

審査関係リスト 審査関係リスト 審査関係リスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト 決議前未処理事案リスト
1 11 廃棄

決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト 決議後未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

長期受給者リスト 長期受給者リスト 長期受給者リスト
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

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 治ゆ・死亡年月日未登記リスト
1 11 廃棄

支払内訳表 支払内訳表 支払内訳表
1 11 廃棄

適正給付管理カード 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

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 休業厚年情報照合結果リスト
1 11 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 月計表 月計表 労災補償 年金給付リスト 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト 一時金支払日未登記リスト
1 11 廃棄

一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト 一時金支払未処理リスト
1 11 廃棄

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 厚年等未調整・厚年等年額未登記リ
スト 1 11 廃棄

内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト 内払・充当未処理リスト
1 11 廃棄

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 失権差額一時金・未支給年金未処理
リスト 1 11 廃棄

支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト 支払事故未処理リスト
1 11 廃棄

債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト 債務者登録票未入力リスト
1 11 廃棄

年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト 年金・一時金データ未入力リスト
1 11 廃棄

転給未処理リスト 転給未処理リスト 転給未処理リスト
1 11 廃棄

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 年金・一時金データ登記未処理リス
ト 1 11 廃棄

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 年金・一時金決議書未入力リスト
1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（登
録） 1 11 廃棄

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） 年金・一時金処理件数リスト（変
更） 1 11 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
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務の区分
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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） 年金・一時金処理件数リスト（訂
正） 1 11 廃棄

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 受給権者金融機関変更リスト
1 11 廃棄

指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト 指定年齢到達予定者リスト
1 11 廃棄

支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト 支給停止解除予定者リスト
1 11 廃棄

支払取消リスト 支払取消リスト 支払取消リスト
1 11 廃棄

支払回収データリスト 支払回収データリスト 支払回収データリスト
1 11 廃棄

支払事故通知リスト 支払事故通知リスト 支払事故通知リスト
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

決議書破棄リスト 決議書破棄リスト 決議書破棄リスト
1 11 廃棄

所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト 所在不明差止者リスト
1 11 廃棄

定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト 定期報告書未提出者リスト
1 11 廃棄

年金支払明細表 年金支払明細表 年金支払明細表
1 11 廃棄

年金額等変更リスト 年金額等変更リスト 年金額等変更リスト
1 11 廃棄

債権管理票 債権管理票 債権管理票
1 11 廃棄

削除データチェックリスト 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

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

厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト 厚年情報照合リスト
1 11 廃棄

11 個人の権利義務の得喪及びその
経緯

労災保険介護(補償)給付リスト 月計表 月計表 労災補償 介護(補償)給付リスト 月計表
1 11 廃棄

年計表 年計表 年計表
1 11 廃棄

給付保留状況リスト 給付保留状況リスト 給付保留状況リスト
1 11 廃棄

給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト 給付保留解除処理状況リスト
1 11 廃棄

保留解除対象リスト 保留解除対象リスト 保留解除対象リスト
1 11 廃棄

給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表 給付保留入力一覧表
1 11 廃棄

未処理事案リスト 未処理事案リスト 未処理事案リスト
1 11 廃棄

受付状況件数リスト 受付状況件数リスト 受付状況件数リスト
1 11 廃棄

支払状況リスト 支払状況リスト 支払状況リスト
1 11 廃棄

介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト 介護・年金データ不一致リスト
1 11 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

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 特定個人情報ファイル簿
その他 22 破棄
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