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得作成年度・収等 分野i
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期米千間子 保満存了JU日j問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類 中分類

2004年 地家裁庶務係 （組い一 01）来日 組織年一般（家（平成 1宮崎地方裁判所総
200Siド1月1日 10年 20日年3月31日？日子・紙 事務室室 （事｜宮判長崎所地総方務裁課

織一般 6 ) 裁分） 務課長 務）

2004年 地家裁庶務係
（組いー 02）調 調分1) 停6委年）員等（家裁（平成 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室（事l宮長判崎所地総務方裁課

停委員等 務課長 務室）

2003年 I曲家裁庶務係
（統い－ 0 1）裁 裁判統計（平成 l宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日111子・紙 事室務室 （事7長判・f附所地総方務課裁
判統計 5年） （地裁分） 務課長 務）

2003年 地家裁人事第二係 （人い一 05）給 給年与（平成 15 宮崎地方裁判所総
2004年1月1日10年 2014年3月31日恒子・紙 時苫庫） （記録 判呂町所地総ノ務3課祇

!; ・ ）（家裁分） 務課長 ｜長

（人事帳簿）人事
給職昇1給時切5替年延調〕伸調整調調書f家書子裁（？，，平復俸成 f.｛的地方裁判所総 ，！？！事 (ij己録

？守的地方裁
2003年 地家裁人事第二係 2004年l月1日10年 2014年3月31日屯子・紙 判所総務課

帳簿 l 務課長 庫） 長

（庶務l帳簿）庶務
事簿務（記平録成帳3薄年保～存平

宮崎地方裁判所総 ’H務室 c-·i~
宮崎地方裁

1994年 地家裁庶務係 1995年1月1日30年 2025年3月31日電子・紙 判所総務課
帳簿 1 分成〕6年） （地裁 務課長 務室）

長

2001年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 事簿（務蹴（記平毅録成分帳11 3 i1~） 存 宮崎地方裁判所総

2002年l月1日30年 2032年3月31日屯子・紙
事務室（事 宮判崎所地総方務裁課

帳簿 l 務え!t!長 務室） 長

2004年 地家裁人事第一係
（人い－ 03）誠 試年験（平成 16 目的地方裁判所総

2005iド1月1日10年 2015年3月31日恒子・紙
~m·巨 (;j己主主 判馬呂町所』総担務/JP.課)(, 

店会 ） （地裁分） 務課長 ftlI) 

2003年 地家裁庶務係 （組ろ一 03）裁
｜｜裁録年判5・官~i会平th議成裁介lt議35 事

宮崎地方裁判所総
2004年l月1日10年 2014年3月31日m子・紙

事務室（事 国判晃間所耳総E務h滅課
判官会議 l 務課長 務室）

2004年 地家裁庶務係
（組ろ－ 03）裁 裁録年判））官（（会平地議成裁分1（議〕6 事 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日屯子・紙
事務室（事

l判干呂菩町所地総力務夜課
判＇1~｛会議 l 務課長 務宅）

2003年 地家裁庶務係
（組ろ－ 03）裁 ？（日家（平前主妻成E分員1〕会5議年引）録 宮崎地方裁判所総

2004年l月1日10年 2014年3月31日電子・紙
：！？庫（記録 山長判崎所地総方務裁謀

判官会議 1 務課長 庫）

2006年 地家裁人事第一係 （人い一 I0）公 年公）平 （平成 18 宮崎地方裁判所総
2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙

書庫 u~ 宮判l吾崎所地総方務裁課
平 務課長 庫）

200G年 地家裁庶務係 （車Eい一 0I）来日 組織年一般（平成 l宮崎地方裁判所総
2007年1月1日10年 2017年3pj31日泣子・紙

事務室（事 判馬呂町所耳総！！JJ務葺課克
織一般 8 ) 務課長 務室）

2005年 地家裁人事第一係
（人い一 09）分 分限，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2006年1月1日10年 2016年3月31日・.・u:子・紙 事務室室（事｜判I畏M所総h務班飢
限，懲戒 1 7 ) 務課長 務）
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得作成年度7取等 分実n
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考， 、温昼士宮

中分類ノ＼..J』者同

2005年 地家裁人事第一係 （人い－o3）試 試験（平成 17 宮崎地方裁判所総
2006年l月1日10年 2016年3月31日屯子・紙

書Jill（書 I宮判長崎所地総方務裁課
験 年） 務課長 庫）

2006年 地家裁人事第二係
（人い－o7)能 能率（平成 I8 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日IO年 2017年3月31日電子・紙
書庫（記録 宮判昼崎所地総万務裁課

率 年） 務課長 Jdi) 

2006年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 4）栄

｜栄勲1典8・褒年（叙章〉位）（叙平成 目崎地方裁判所総
2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙

書/iH（吉 7判長3附所地総方務裁課
典 務課長 庫）

2005年 t出家裁人事第二係 （人い一 05）給 給与（平成 I7 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日IO年 20161手3月31日電子・紙

書庫（書 宮判長所崎地総万務裁課
与 年） 務課長 庫）

2005年 地家政人事第一係 （人いー 09）分 分限年．懲戒（平成 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日10年 2016年3月31日・，・日子・紙

書庫（書 l宮判長崎所地総方務裁謀
｜湿，懲戒 1 7 ) 務課長 庫）

2006年 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 人事帳簿（平成 1宮崎地方裁判所総
2007年l月1日IO年 2017年3月31日電子・紙

書庫（記録 ？判長'1崎所地総方務裁課
帳簿 l 8年） 務課長 庫）

（人い－o7)能 能率（平成 I9 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総務方裁課2007年 地家裁人事第一係
率 年） 務課長 2008年1月1日IO年 2018年3月31日電子・紙 ム（〕システ

宮崎地方裁判所総 シスアム
｜宮判岳崎所地総方務裁課2007年 地家政人事第一係 （人い－ 1 2）雑 雑（平成 19年）

務課長
2008年1月1日10年 2018年3月31日if［子・紙 ム（）システ

（統いー 0I）裁 裁判統計（平成 1宮崎地方裁判所総
システム

判岳国慣所習岨総U務J＂／：課吹2007年 地家裁庶務係
判統計 9年） 務課長 2008年1月1日IO年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組いー 01）組 組織一般（平成19宮崎地方裁判所総
システム

宮岳判崎所地総万務裁課2007年 地家裁庶務係
織一般 年） 務課長 2008年1月1日10年 2018年3J=J31日・.u子・紙 ム（〕システ

（人いー 05）給 昇格（平成 19 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所I総也万務裁課2007年 地家裁人事第二係
与 年） 務課長 2008年1月1日10年 2018年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（人い－ 06）退 退職手当（平成 l宮崎地方裁判所総
シスアム

｜宮判長崎所地総万務裁課2007年 地家裁人事第二係
職手当 9年） 務課長

2008年1月1日10年 2018年3月31日m：子・紙 ム（）システ

同補判人官．報いの任酬免等0 I) 裁 裁和／i判＇g年官f.flの酬）等任免（平．転成 目的地方裁判所総
システム

｜宮判辱崎所地総務r諜却2007年 地家裁人事第二係 ' •Ii 務課長
2008年1月1日10年 2018年3月31日i'll子・紙 ム（）システ

（組ろ－o6）調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総
システム i宮判長崎所地総万務裁課2008年 地家裁庶務係

停委員等 20年） 務課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日？日子・紙 ム（〕システ
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司法行政文書ファイル符翌日前（1124. 12 . 31までに作成したファイル）

得作成年度・収等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存糧媒類体 保存場所 管理者 備考I ／＼.事ズ ーιー，、温ι二Z

ノ＼ノJ士回 I ノJ大貝

2008年 地家裁庶務係 （庶ろ－ 05）文
文古（平成20年）

宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日'tU:子・紙 帯1ムill庫〕・シt苗ステ 判呂馬町所I総也万務課滅

三lt 務課長

2008年 地家裁庶務係
（庶ろ－ 06）広

広報（平成20年）
宮崎地方裁判所総

2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ：庫ム＇J廊）・シt菅ステ 判再邑W所i!JJ.総也ノ務3書課偽
報 務課長

（組い－ 04）検 検然~i査会（平成 宮崎地方裁判所総
シスアム 1判長；｛剛所総山万務裁課2008年 地家裁庶務係 2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 ム（）システ察審査会 20年） ． 務課長

（人い一 07）服 宮崎地方裁判所総
システム

判呂長町所R総！！}J務祇課2008年 I出家裁人事第一係
務 服務（平成20年）

務課長
2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 ム（）システ

2008年 地家裁人引第一係 （人ろ－ 03）試
試験（平成20年） 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日屯子・紙
書庫（：！？ ｜宮判馬崎所地総万務裁~ 

験 務課長 庫）

2008年 地家裁人事第一係 （人事帳簿）人事 ｜簿人年）〕附（平成22t1 E庁 宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 20111年3月31日屯子・紙

：！？庫（書 rl判毎i問所総務裁課
中長？事2 務課長 防）

2008年 地家裁人事第二係
（人ろ－ 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日屯子・紙 $~CR 
~＇ Hili償等 20年） 務課長

2008年 地家裁人事第二係 （人ろ－o5）給 給与（平成20 ；宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日屯子・紙

i~H1lt 01} i宮判長崎所地総万務裁課
与 年） 務課長 /JU) 

（人ろ－o9）分 分！湿．懲戒2 （平 宮崎地方裁判所総
システム

l宮判長崎所地総万務課裁2008年 地家裁人事第一係 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （シ書ステ庫〕限，懲戒 成20年） 務課長
ム・

2008年 地家裁庶務係 （組ろ－ 03）裁 l常句（置平会委議成員2（会議0年事・裁録）〕判
宮崎地方裁判所総

2009年1月1日10年 2019年3月31日・m子・紙
~!H!U C古 ｜宮判崎所地総方務裁諜

判官会議 l 務課長 庫） 再

2008年 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 勤勉手当決定調書 宮崎地方裁判所総
2009年l月1日5年 2014年3月31日・m子・紙

:jf~廊（苫 ｜宮判長崎所地総万務裁課
簿2 （平成20年） 務課長 時）

判（官人以い外－の0職2）員裁の
裁所の1判任の年官免指〕以定．勤外（務平の職裁成判員2 宮崎地方裁判所総

システム 宮崎地方裁
2009年 地家裁人引第一係 2010年1月1日10年 2020年3FJ31日・.n子・紙 （システ 判所総務課

任の免指，官勤務裁判所 務課長 ム） 長

2009年 地家裁人事第一係 （人ろ－ 03）試 試験（平成21 宮務崎地方裁判所総 2010年1月1日5年 2015年3月31日7日子・紙
？！？陣（書 ｜判昌長町所岨総刀務棋課

験 年） 課長 庫）

2009年 地家裁人~J 5第一係 （人ろー 07）能 能率（平成21 宮崎地方裁判所総
2010年1月1日5年 2015年3JJ31日ni子・紙

：；~｝ mi c~· t ｜宮判吾崎所地総万務裁謙
率 年） 務課長 廊）
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得作年成度・取等 分委員
(1J名、分称類） 作成・取得者 起算日

保存 保存則m 保の存絡媒類体 保存場所 管理者 備考『’ k出X
中分類 期間 満了日ノ＼..JJ二kロ

2009年 I出家裁人事第一係 （人ろ－ 08）研 研修（平成2I 宮崎地方裁判所総
2010年l月l日5年 2015年3月31日電子・紙

：！？庫（書
修 年） 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 2）人 人事記録（平成2 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
ill I車（書 ｜宮持判崎所地総務方裁課

'H記録 l年） 務課長 mo 

2009年 I出家裁人事第一係
（人事帳簿）人事 ［人簿川）（湖平成22（出1到 ？？？崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
~l~ffl\ （；守 日判隠附所地総方務課裁

帳簿2
！年）

務課長 同I)

2009年 I出家裁人事第二係
（人い－ 05）給 給与（平成21 宮崎地方裁判所総

2010年1月l日IO年 2020年3月31日電子・紙
書庫（書 l宮判長崎所地総方務裁課

与 年） 務課長 庫）

判補（官．人いの報任酬一免等日，1）転裁 裁t~i判＇1 官年綴酬）の1]，免（，平転成 宮崎地方裁判所総
システム 宮判崎所地総方務裁課2009年 地家裁人iHm二係 2010年1月1日10年 2020年3FJ31日電子・紙 ム（）システ務課長 長

（訟ろ一 15 - 宮崎地方裁判所総
システム

｜日判昼附所地総方務裁課2009年 地家裁庶務係
A）雑 雑（平成21年）

務課長
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ一 09）弁 弁護士（平成21 宮崎地方裁判所総
シスアム l判岳E岡所m総h務祇~ 2009年 t也家裁庶務係 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ

護士 年） 務課長
ム）
システム 百判岡所地総方務秘課2009年 地家裁庶務係

（来日い－ 0 1) 来日 組織一般（平成2 宮崎地方裁判所総
2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ織一般 l年） 務課長 ｜長

（人ろ－ 1 1）服 服務2 （平成21 宮務崎地方裁判所総
システム

判馬宮崎所地総務方裁瓢2009年 地家裁人事第一係
務 年） 課長 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろー 07)能 能年率）2 （平成21 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総万務裁組2009年 地家裁人'J5第二係
率 務課長

2010年IF.II日5年 2015年3)-J31日'r'll子・紙 ム（〕システ

（訟ろ－ 15一 雑2 （平成21 宮崎地方裁判所総
シスナム

主判辱f附所地総方務裁課2009年 地家裁庶務係
A）雑 年） 務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第二係 （人ろー 05）給 勤年）勉 （平成21 宮崎地方裁判所総
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 事務務室（事 判国所防可足総当務ノ：3夜a県)(, 

与 務課長 室） 長

判補（人官．報いの任酬－免等0 'I ）転裁 裁t~i判＇2 官報年】の酬任等免（，平転成 宮崎地方裁判所総
システム

再判呂岡所R総BJ務3誠~却2010年 t也家裁人’u~m二係
務課長

2011年1FJ1日10年 2021年3JJ31日屯子・紙 ム（）システ

2010年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 勤勉手当決定調書 宮崎地方裁判所総

201 1年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
-jlJ庫（苫 i干長呂lj町所担総力務蹴課

帳簿2 （平成22年） 務課長 庫）
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司法行政文市ファイル行問！？母 CH24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度I取等 分委員
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期呆仔間 保満存了則日閥 ｛米の仔積媒類体 保存湯所 管理者 備考

大分類 中分類

判（官人以ろ外－の0職2）員裁の
所裁の2判任の年免指）官以定．外勤（務平の職裁成員判2 宮崎地方裁判所総

システム 宮崎地方裁
2010年 地家裁人事第一係 201 Ii手1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課

任の指免宮． 勤務裁判所 務課長 ム・ -,%l0 長

宮崎地方裁判所総
システム l't長判d街所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係 （人い－ 1 2）雑 雑（平成22年）

務課長 20日年1月1日IO年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ一 14）栄 栄!J!!（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判崎所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係 2011年1月1日IO年 2021年3月31日電子・紙 （システ
典 年） 務課長

ム・－mani壬

（人ろ一 15）出 出必．年招集（平成 宮崎地方裁判所総
システム i宮判馬崎所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係

張，招集 2 2 ) 務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
ム（シ・書ステ庫）

（組ろ－ 06）調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮長判崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係 2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
停委員等 2 2年） 務課長 ム〕

（庶ろ－ 06）広 広報（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
幸日 年） 務課長 ム）

（組い－ 01）組 組織年一般（平成2 宮崎地方裁判所総
システム r：判長：尚所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

織一般 2 ) 務課長
20日年1月l日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

2010年 地家裁庶務係 （庶務帳簿）庶務 特殊文書受付簿 宮崎地方裁判所総
2011年1月1日3年 2014年3月31日電子・紙

計局I（~号 宮判崎所地総方務課裁
帳簿2 （平成22年） 務課長 庫） 長

（統ろ－ 06）資 資料（平成22 宮崎地方裁判所総
シスァム

｜宮判停崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係 201 1年l月l日3年 2014年3月31日屯子・紙 （システ半：↓ 年） 務課長 ム）

（人ろ一 09）分 分限，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総
システム 1判辱i｛附所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係

限．懲戒 2 2 ) 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

判〔官人以る外一の0職2）員裁の 裁の判任官免以，外勤務の職裁員判 宮崎地方裁判所総
システム 宮崎地方裁

2010年 地家裁人1H第一係 2011年1月1日5年 201G年3月31日'tli子・紙 （システ ~j!lj所総務課
任の免指定， 勤務裁判所 所2年の〕指定（平成2 務課長 ム） 長

2011年 地家裁人事第一係 判補〔官人．の報ろ任酬ー免等011 ）転裁 裁補2 判·~官報年〕の酬任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（~！｝ ｜：！ 崎所地総方務裁課
務課長 庫）

2011年 地家裁人＇H第一係
（人ろ－o7)能 能率（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年υ~ 1日5年 2017年3月31日 ~；11子・紙 庫書庫） （苫 置宮崎所地総方務裁課
率 年） 務課長

2011 2手 地家裁人事第一係 （人ろー 14）栄 栄典（平成23 宮崎地方裁判所総
2012年1月1日IO年 2022年3月31日電子・紙 ~＇H車（｛与 下判毘f附所地総方務裁課

典 年） 務課長 時）
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作得年成度・取等 分 ~J'i 
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、温Z

中分組ノ＼ノ1米民

（人いー 05）給 昇給・昇格（平成 宮崎地方裁判所総
システム i判B長岡所地総方務奴謀2011年 地家裁人事第二係

与 2 3年） 務課長
2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ一 03）会 協議結果（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

判呂問所地総方務政課20日年 地家裁庶務係 2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙 （システ
同，会議2 3年） 務課長

ム） 長

2011年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与簿（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙
書/ili(:,ff; 宮長判崎所地総万務裁課

帳簿2 年） 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 勤務時間報告，I~ 宮崎地方裁判所総
2012年1月1日5年 2017年3月31日出子・紙

書/!H（書 ｜宮判岳崎所地総万務裁課
帳簿2 （平成23年） 務課長 庫）

（庶ろー 05）文 文書（平成23 宮崎地方裁判所総
システム l判辱E岡所地総力務裁~~ 2011年 地家裁庶務係 2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

書 年） 務課長 ム・書庫）

（庶ろ－ 03）会 会同年，会議（平成 宮崎地方裁判所総
システム 日判崎所地総万務裁課2011s:手 I也家裁庶務係 2012年1月l日5年 2017年3月31日m子・紙 ム（）システ同．会議 l 2 3 ) 務課長 長

（人ろ－ 07.）能 能率（平成23 宮崎地方裁判所総
シスァム l冨判再崎所地総万務誠課2011年 t也家裁人事第二係 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ率 年） 務課長 ム）

（人い－ 04）人
裁の判人官事以評外価制の職度員に

宮崎地方裁判所総
システム 宮崎地方裁

2011年 地家裁人事第二係 2012年1月1日10年 2022年3月31日屯子・紙 （システ 判所総務課
事評価 閲2す3年る）例規（平成 務課長

ム） 長

（人事帳簿）人事 給与関係（平成2 宮崎地方裁判所総
システム I宮判長崎所地総方務議課2011年 地家裁人事第二係

帳簿 1 3年） 務課長
2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統ろ一 08一 宮崎地方裁判所総
システム

7判毎~i;崎所地総方務裁湖20日年 地家裁庶務係
A）雑 雑（平成23年）

務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 ｜妖在蚕）宇（平当成l~2ド現3 宮崎地方裁判所総
2012年1月1日5年 2017年3月31日屯子・紙

書店（書 l宮判吾崎所地総万務裁謙
帳簿2 年） 務課長 Jili.) 

現単年身在3赴）仕（宇平成当2t非3 馬判昌問所Z総也ノ務ヨ耳練2011年 I也家裁人事第二係 （人事帳？呼）人事 宮崎地方裁判所総
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙

i!H•ll (i1J 
帳簿2 務課長 庫）

2012年 地家裁人事第一係 （人ろー 09）分 分限，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総
2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙

書店（書 i判E長岡所地総欄務課
限，懲戒 2 4 ) 務課長 庫）

（組いー 02）調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判馬崎所地総方務裁課2012年 I也家裁人事第一係
停委員等 2 4年） 務課長

2013年1月1日10年 2023年3月31日 ~，u子・紙 ム（）システ
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得作成年度・取等 分委員
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考大分類 中分類

宮崎地方裁判所総 システム I宮判昼崎所地総万務裁課2012年 地家裁人事第一係 （組い－ 05）雑 雑（平成24年）
務課長

20日年l月1日IO年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 20ー 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総 システム
宮J判菩崎所地総万務裁課2012年 地家裁人事第二係 2013年1月1日1年 2014年3月31日電子・紙 （システB）雑 見勤者｜則係書類） 務課長

ム・書庫）

2012年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 勤勉手当決定制~＇｝ 宮崎地方裁判所総

2013年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
,l~Jtl( (1雪 ：附所I総出万務裁課

帳簿2 （平成24年） 務課長 庫）

（組い一 02）調 調停委員（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判崎所地総万務裁課2012年 地家裁庶務係 2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（〕システ停委員等 4年） 務課長 岳

（組いー 02）司 司法年修習生（平成 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所総地方務裁課2012年 地家裁庶務係
法修習生 2 4 ) 務課長

2013年1月1日IO年 2023年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 02）儀 儀式年典礼（平成2 宮崎地方裁判所総
システム 判I・：；長,i;・所1ij地総方務裁課2012年 地家裁庶務係

式典礼 4 ) 務課長
20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 04）特 特殊報告（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ殊報告 4年） 務課長
ム）

2012年 t也家裁庶務係
（庶ろ－ 05）文 文占（平成2,. 宮崎地方裁判所総

20B年1月1日5年 2018fド3月31日電子・紙
1li: fi1t ( , 1_} 

7’二I} 年） 務課長 庫）

2012年 地家裁庶務係
（組ろ－ 08）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
舎庫（書 I！判昼呂 岡F庁所『肝『噌総務課

察審査会 2 4年） 務課長 庫）

宮崎地方裁判所総
システム

宮長判崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成24年） 2013年1月1日5年 2018年3月31日'dl子・紙 （システ
務課長

ム）
システム 宮崎地方裁

2012年 地家裁庶務係
（庶いー 01）公 公印（平成24 宮崎地方裁判所総

20日年1月1日10年 2023年3月31日7日子・紙
（システ 判所総務課

~n 年） 務課長 ム・事務 長宰）

2012年 t也家裁庶務係 （組ろ－o:n裁 ｜常官置会委議員（議会事・裁録判） 宮崎地方裁判所総
2013年1月1日10年 20231-手3月31日電子・紙

.~｝ Jill （.，与 l宮判辱崎所地総方務裁課
判宮会議 1

（平成24年） 務課長 庫）

（人ろー 09）分 分｜湿，懲戒2 （平 宮崎地方裁判所総
システム i宮判長崎所地総万務裁課2012年 地家裁人事第一係

限，懲戒 成24年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 1 5一 宮崎地方裁判所総 システム I宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁文書係
A）雑 雑（平成24年）

務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日7日子・紙 ム（）システ
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壁作年成度・取等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 ｛呆満仔了j羽日問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類 中分類

2004年 I曲家裁庶務係 （組い－ 0 1）組 組織一般（平成 1宮崎地方裁判所総
2005年l月1日10年 2015年3月31日電子・紙

事務室（事I"§ I 1総也万務課誠

織一般 6年） （地裁分） 務課長 務室） 高判所

2004年 地家裁庶務係 （統い一 0I）裁 裁判統計（平成 l宮崎地方裁判所総
2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙

事務室（事 長判百岡所地総力務葺課" 
判統計 6年） （地裁分） 務課長 務本）

（人事帳簿）人事 給料偶控者与l除特平f：得別成f申lh者告控裁1の書除分5保~年申険配告 宮崎地方裁判所総 書/llf（記録
宮崎地方裁

2003年度 地家裁人事第二係 2004年4月1日IO年 2014年3月31日電子・紙 判所総務課
帳簿 l

合陪） （ 
務課長 庫） 長

2003年 地家裁人事第二係
（人い－ 06）恩 恩（家（給平裁．成分退＼職5手年）当 宮崎地方裁判所総

2004年1月1日IO年 2014年3月31日電子・紙
書同｛ （記録｜宮判昌崎所地総万務裁課

給 務課長 廊）

2004年 地家裁人事第一係 （人ろ－ I 4）栄 l栄成分典）1 6（表年彰））（地（平裁 宮務崎地方裁判所総 2005年IHI日IO年 2015年3月3I日 '•'Li子・紙
当時（記録宮判長崎所地総方務裁課

典 課長 庫）

（官人い－ 0I) 裁 補裁判，1報1酬の任等免（平，転成
宮崎地方裁判所総 事務室（事

宮崎地方裁
2003年 地家裁人事第一係 判の任免，転 2004年1月1日IO年 2014年3月31日電子・紙 判所総務課

祁j，報酬等 I 円4分lヤ）5年）（地
務課長 務室）

長

2004年度 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 l住f家（民平益税成分＼特6別年徴度）収 宮崎地方裁判所総
2005年4月1日10年 2015年3月31日電子・紙

？！？川｛（記録 判長日間所唱総力務説課
帳簿 1 務課長 Jfll) 

判（官人以い外の0職2）員裁の
裁所の5判任の年官免指1以定．（外勤家例の務事担Z職裁分成判) 員1 

宮崎地方裁判所総 書店（記録
宮崎地方裁

2003年 地家裁人事第一係 2004年1月1日10年 2014年3月31日恒子・紙 判所総務課
任の免指宮， 勤務裁判所 務課長 ／~O 長

（人事帳簿）人事
職舛給時調匙｛竪甲調調再書，， 俸l!! 

宮崎地方裁判所総 書庫（記録
宮崎地方裁

2004年 地家裁人事第二係
帳簿 1 給1切6替年調）書f安 部（平成 務課長

2005年1月1日IO年 2015年3月31日電子・紙
庫） 判長所総務課

帳（庶務帳簿）庶務
簿事務（記昭録和5二、41年呆仔～ 

宮崎地方裁判所総 事務室（事
宮崎地方裁

1990年 地家裁庶務係 1991年1月1日30年 2021年3月31日電子・紙 判所総務課
簿 l 平分〕成2年） （地裁 務課長 務室） 長

2001年 地家裁庶務係 （庶務帳簿）庶務 事簿（家務裁（記平分録成1『阪1滞3保年存） 宮崎地方裁判所総
2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙

事務室（事 馬判昌問所咽総ノ務ヨ車課
帳簿 1 務課長 務室）

2004年 地家裁人事第一係
（人いー 03）試 試験（平成 I6 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日IO年 2015年3月31日電子・紙
主席（記録｜宮判長崎所地総万務裁課

験 年）（家裁分） 務課長 廊）
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得作年成度・取等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了Jij日j問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考大分類 中分類

2003年 地家裁人事第一係 （人い－o7)能 百1巨単5年，服）務（地（平裁成 宮崎地方裁判所総
2004年1月l日10年 2014年3月31日電子・紙

書庫（記録｜長判冨附所総万務裁課
率

分） 務課長 庫）

（人事帳簿）人事 期，！f末（平・成軍Jl~.115安官年）言闘 宮崎地方裁判所総 書庫（記録｜宮判長所崎地総方務裁課2003年 地家裁人事第二係 2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙中長f&1 
Otl！裁分） 務課長 Jrli) 

2004年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人引 ~I阿i：木（平.!JU]成胆1伏61年g)調 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書Jill（記録I~主包判昼f湖町制所総務諜

帳簿 1
（地裁分〕 務課長 庫）

2006年 地家裁人事第一係
（人いー 07）能 能率（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（舎 宮判長崎所地総万務裁課

率 年） 務課長 庫）

200G年 地家裁人・nm一係 （人いー 12）雑 雑（平成 18年）
宮崎地方裁判所総

2007年lrJ1日10年 2017年3rJ31日・.u子・紙
書庫（舎 宮判長崎所地総務万課裁

務課長 庫）

2005年 地家裁人事第二係 （人い－o7)能 能率（平成 17 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙

事務室（事｜宮判長崎所地総務万裁課
率 年） 務課長 務室）

2006年 地家裁人事第二係 （人い－ 05）給 給与（平成 18 宮崎地方裁判所総
2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙

書庫（記録｜宮判辱崎所地総方務課裁
与 年） 務課長 itt:n 

（組ろ－ 03）裁
常官f置平会蚕議成員／議会8事年・) 裁録）判 宮崎地方裁判所総 主fillCiH ｜判邑長岡所山総務課批2006年 地家裁庶務係 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙判官会議 l 務課長 庫）

判（官人以い外一の0職2）員裁の
i裁所の7判任の年免指）官以定．外勤（平の務板裁成判員1 宮崎地方裁判所総 書庫（書

宮崎地方裁
2005年 地家裁人事第一係 2006年1月1日10年 2016年3月31日・m子・紙 判所総務課

任免，勤務裁判所 務課長 JrtO 長の指~

2005年 地家裁人事第一係 （組い－o3）定 定員（平成 17 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙

書庫（言？ 宮判長崎所地総方務裁課
員 年） 務課長 庫）

判（官人以い外ーの0職2）員裁の
裁所の8判年の任官免指〉以．定外勤（務の平職裁成員判1 宮崎地方裁判所総 書庫（書

宮崎地方裁
2006年 地家裁人事第一係 2007年1月1日10年 2017年3月31日屯子・紙 判所総務課

任の指免官，勤務裁判所 務課長 庫）
長

2007年 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 人事年帳簿（平成 1宮崎地方裁判所総
2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙

書庫（書 ｜宮判崎所地総方務裁課
帳簿 1 9 ) 務課長 庫） ｜手

2007年 地家裁庶務係 （組ろ一 03）裁
常行（盤会平委議成員1（会議9事年裁録）判） 

宮崎地方裁判所総
2008年1J'J1日10年 2018年3)J31日'i'lI子・紙 書庫庫） cm l宮判長崎所地総万務裁課

判官会議 l 務課長

2007年 地家裁庶務係 （庶務帳簿）庶務 公印簿（平成19 宮崎地方裁判所総
2008年1月l日30年 2038年3月31日電子・紙 事務室務室） （事 7判居5附所地総方務裁課

帳簿 l 年） 務課長
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得作成年度・取等 分実n
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満仔了w日JI自 保の存積媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類
~－，、温邑

'T・，／J t日

雑2 （平成 19 宮崎地方裁判所総
システム I！宮吾判崎所地総務課2007年 t出家裁庶務係 （庶いー 05）雑 年） 務課長

2008年l月1日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2008年 地家裁人事第一係
（人ろー 15）出 出張年，招集（平成 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日m子・紙
~＇｝庫（苫 ｜判唇昌嗣所耳総2務h車課

d長，招集 2 0 ) 務課長 Jill) 

2008年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20一

雑（平成20年）
目的地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日 ~"IT子・紙
：！？！。ll（~~｝ ｜目判辱的所地総万務裁課

A）雑 務課長 庫）

2008年 地家裁人事第二係
（人い－o6）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙
:j!H事（苫 ｜宮判崎所地総万務裁課

職手当 0年） 務課長 川i) 長

（人ろー 11 ）服 服年務）2 （平成20 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所地総方務裁，課2008年 地家裁人・H第一係
務 務課長

2009年1月1日5年 201'1年3月31日・ru子・紙 ム（）システ

2008年 地家裁人事第二係
（人ろ－ 05）給 勤勉（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年l月1日5年 2014年3月31日屯子・紙
i.~f廊 c·m 7判長i｛附所地総方務裁課

与 年） 務課長 ldO 

判補（人官観いの任酬免等0 .1）転裁 裁補2判＇1官報年酬）の任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総方務裁課2009年 地家裁人事第一係 2010年1月1日10年 2020年3月31日・m子・紙 （システ
務課長 ム）

率（人い－ 07)能 能率（平成21 宮崎地方裁判所総
システム ｜宮判所崎地総万務課裁2009年 地家裁人事第一係 2010年1月1日10年 2020年3月：n日子u子・紙 ム（〕システ年） 務課長 馬

判（官人以ろ外－の0職2）員裁の
裁所の1判任の年官免指】以定．勤外（務の平職裁成判員2 宮崎地方裁判所総 ：！？庫（苫

宮崎地方裁
2009年 地家裁人事第一係 2010年1月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 判所総務課

任の免指，官勤務裁判所 務課長 f!lO 長

（人ろー 07）能 能率（平成21 宮崎地方裁判所総
システム

｜目判長的所地総方務裁課2009年 地家裁人事第二係
率 年） 務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 ム（〕システ

2009年 地家裁人事第二係 （人事帳簿）人事 人1事年）帳簿（平成2 宮務崎地方裁判所総 2010年1月1日10年 2020年3月31日1日子・紙
？空席（書 ｜｜｜吉判畠岡所地総J務3耳課~ 

帳簿 1 課長 /110 

2009年 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 委li別手当支年給簿 目的地方裁判所総
2010年1月1日5年 2015年3月31日・,・u子・紙

） ~Ht C'} 辱判呂問所I総坦h務課誠
簿2 （平成21 ) 務課長 附）

帳（人事帳簿）人事 勤務時間報告書 宮崎地方裁判所総 ~'Hin en ｜判長品開所哩総U務3義課克2009年 地家裁人事第二係 2010年1月1日5年 2015年3月31日'i'l.i:子・紙簿2 （平成21年） 務課長 附）

2009年 地家裁人’H第二係
（人事帳簿）人事 超過勤務命1令年簿） 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3FJ31日？日子・紙
古川I（書 判長昌岡所理総U務3衰課疋

帳簿2 （平成2 ） 務課長 nto 
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作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

（組い一 02）執 執行官（平成21 宮崎地方裁判所総
システム

判長呂町所氾総ノ務3祇，市！2009年 地家裁人事第一係
行官 年） 務課長

2010年l月l日IO年 2020年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（庶い－o4）文 文書（平成21 宮崎地方裁判所総
システム

｜判唇宮崎所地総万務誠課2009年 地家裁庶務係 2010年1月1日IO年 2020年3月31日伝子・紙 （システ,If 年） 務課長 ム）

（組ろ－ 02）事 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所地総方務課裁2009年 t曲家裁庶務係
務分配等 2 1年） 務課長 2010年1月l日5年 20日年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2009年 t山家裁庶務係
（組ろ－ 05）執 執行官（平成21 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
~！Hill (.'} 宮判所崎地総方務課裁

行官 年） 務課長 庫） 岳

（訟ろ一 07）家 家年）事 （平成21 宮崎地方裁判所総
システム

判喜呂岡所地総万務，減i~ 2009年 地家裁庶務係
事 務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 09）分 分限，懲戒2 （平 宮崎地方裁判所総
システム

目判馬的所地総方務裁調！2009年 地家裁人事第一係
限．懲戒 成21年） 務課長

2010年l月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 ム（〕システ

（人ろー l1 ）服 服務（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜判岳昌岡所地総務h祇課2010年 地家裁人事第二係
務 年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人事帳簿）人事 税金関係（平成2 宮崎地方裁判所総
シスァム

判長呂岡所地総h務疏課2010年 地家裁人事第二係 2011年1月1日10年 2021年3月31日屯子・紙 （システ
帳簿 1 2年） 務課長 ム・書mn
（人事帳簿）人事 広調年域）書異（則平子成当文章白 宮崎地方裁判所総 ヨ：路 (;J} 判長昌R所型総国ノ務3課蹴2010年 地家裁人事第二係

帳簿2 2 2 務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 同I)

（組い－ 03）定 定年）員 （平成22 宮務崎地方裁判所総
シスァム l宮馬判崎所地総方務裁E出2010年 地家裁人事第一係

員 課長
2011年1rJ l日10年 2021年3月31日'1'U子・紙 ム（）システ

宮崎地方裁判所総
システム

；判長治的所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成22年〉
務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（組ろ－ 08）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総
システム I~崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

察審査会 2 2年） 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ぶ（）システ

（人ろー I1 ）服 服務（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

判辱百問所耳総！！)J務疏諜2010年 地家裁庶務係
手方 年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2010年 地家裁庶務係
（庶ろ一 01）公 公印（平成22 宮崎地方裁判所総

2011年1月1日5年 2016年3月31日泡子・紙
書庫（力 l判長呂町所杷総万務減課

印 年） 務課長 庫）
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作得成年度・取等
分実fl

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期仔間 保満存了則日閥 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中／ ＼.ι 

ノJ2日只

2010年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 当直文書受付簿 宮崎地方裁判所総

2011年1月1日3年 2014年3月31日電子・紙
書庫（ヨ？ 宮判長崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成22年） 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第一係
（人ろー 03）試 試験（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日1li子・紙
さH車 (ii~ ｜宮判昼崎所地総万務裁課

験 年） 務課長 ！市）

2011年 t曲家裁人事第一係
（人ろ－ 1 5）出 出仮年, HA集（平成 目的地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
当JtHUf 宮判長崎所地総方務裁課

張，招集 2 3 ) 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第一係
（人事帳簿）人事 人簿年事））帳（簿平成22（出3勤 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（主｝ l宮判馬崎所地総方務裁課

帳簿2 務課長 庫）

（訟ろー 09）弁 弁年）護士（平成23 宮崎地方裁判所総
システム

宮長判崎所地総方務裁課2011年 地家裁庶務係
護士 務課長

2012年1月1日5年 2017年3JJ31日従子・紙 ム（）システ

（人いー 07) IJ日服務（平成23 宮崎地方裁判所総
システム

,・1判長ヨ附所地総方務課裁2011~ド 地家裁人事第一係
務 年） 務課長

2012年1月1日IO年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人いー 05）給 給与（平成23 宮崎地方裁判所総
シスァム

宮判再崎所地総方務裁課2011年 地家裁人事第二係
ーt才－ 年） 務課長

2012年1月1日IO年 2022年3月31日電子・紙 （システ
ム）

（人ろ－ 06）退 退職手当（平成2 自由布地方裁判所総
システム

宮判長崎所I総也万務裁課2011年 地家裁人事第二係
職手当 3年） 務課長

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組い一 03）定 定年）員 （平成23 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判喜崎所地総方務裁課20日年 地家裁人事第一係
員 務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 06）広 広報（平成23 宮崎地方裁判所総
シスァム

宮馬判崎所地総万務裁I~ 2011年 地家裁庶務係
報 年） 務課長

2012年1Jcj 1日5年 2017年3JJ31日1・U子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 08）研 研年修） （平成23 宮崎地方裁判所総
システム

目判唇的所地総方務裁課2011年 地家裁人事第一係
修 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統い－ 01）裁 裁判統計（平成2 宮崎地方裁判所総
システム 宮判崎所地総万務裁課

2011年 地家裁庶務係 2012年1月1日IO年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ判統計 3年） 務課長 巳

20日年 地家裁人1H第二係 帳（人事帳簿）人事 住在年）〉居手（平当成。2阿見3 目的地方裁判所総
2012年1月1日5年 2017年3月31日・.u子・紙

11 ~Jill ( T1 ~ 宮判喜崎所地総方務裁諜
簿2 務課長 l!lO 

2012年 地家裁人事第一係 率（人ろ－ 07)能 能年）率 （平成24 宮崎地方裁判所総
20日年1月l日5年 2018年3月31日ーu:子・紙

'.jl；庫（？！？ I宮判墨崎所地総方務裁課
務課長 庫）
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作得成年度・取等
分 ~fi 

（小名分称煩） 作成・取得者 起算日 保期イ間子 保満存了則日悶 ｛呆の千五種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 1）服 服務（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（1~F 判辱呂岡所地総力務斌課

務 年） 務課長 時）

2012年 地家裁人事第一係
（組ろー 05）執 執行官（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫 (i'} ｜判再呂町所R総E務h夜課" 

行’白’ 年） 務課長 Ji}!) 

（人い－o6）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総
システム l宮長判崎所地総方務課裁2012年 地家裁人事第二係

職手当 4年） 務課長
20日年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙

ム（シ・帯ステ庫）

（人い－ 07）能 宮崎地方裁判所総
システム l：崎所地総方務裁諜2012年 I出家裁人事第二係 能率（平成24年） 2013年1月l日10年 2023年3月31日'di子・紙 （システ

率 務課長 ム・」："11〕

（人い－ 04）人 人事年評価（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

宮判5崎所地総務方裁a見12012年 地家裁人~H第二係
事評価 4 ) 務課長

2013年1月1日IO年 2023年3月31日'Hi子・紙 ム（）システ

2012年 t出家裁庶務係
（庶ろ－ 0I）公 公印（平成24 宮崎地方裁判所総

20日年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 事室務室 （事｜宮判長崎所地総方務裁課
印 年） 務課長 務）

（庶ろー 03）会 協議年結果（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

判停呂岡所地総力務減課2012年 地家裁庶務係
同．会議2 4 ) 務課長

2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係
（庶ろ－ 1 5ー

雑（平成24年）
宮崎地方裁判所総

2013年1月1日1年 2014年3月31日電子・紙
-.l~W C i1t 判長国間所m総h務誠課

B）雑 務課長 ！華）

（訟ろ－o7)家 家事（平成24 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係
事 年） 務課長 2013年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統ろ－ 06）資 資料（平成24年 宮崎地方裁判所総
システム 判長邑岡所エ総巴ノ務ヨ訳課文2012年 地家裁庶務係

料 度） 務課長
2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組ろ－ 06）調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

？判馬司附所I総出万務課裁2012年 地家裁庶務係
停委員等 2 4年） 務課長

20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
ム（シ・書ステl車）

判〔人官以る外－の0職2）員裁の 裁の判任官免以．外勤の務職裁判員
宮崎地方裁判所総

システム 宮崎地方裁
2012年 地家裁人事第一係 20日年lrJl日5年 2018年3H31日・;・u子・紙 （システ 判所総務課

任の免指，宮勤務裁判所 所4年の〕指定（平成2 務課長
ム） 長

2012年 t出家裁人事第一係
（人ろ－ 20-

雑（平成2'1年）
宮崎地方裁判所総

2013年1月1日1年 2014年3月31日1包子・紙
}Hill （ ~1} 干再呂lj町所司王総也ノ務J 衣員.~

B）雑 務課長 陣）

（庶ろ－ 1 1）図 図書（平成24年 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判岳崎所地総万務裁，現l2012年度 I也家裁庶務係 ~1ヨ主 度） 務課長 2013年4月1日3年 2016年3月31日・.n子・紙 ム（）システ
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12)1までに作成したファイル）

得作成年度・取等 分 実！~！
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日間 保の存穏媒類体 保存場所 管理者 ftill考，、皿

中分類ノ＼.＿ ]J'j:¥c;I 

2003年 地家裁庶務係
（組い－o4）検 間分1前）5世年）且会（地t平裁成 宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
事務室（事宮馬判崎所地総方務裁課

察審査会 務課長 務室）

2004年 地家裁人事第一係
（人い－ 08）研 研年修（平成 I6 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
t1f庫（記録 宮判昼所崎地総万務裁課

修 ） （地裁分） 務課長 Jill) 

2004午 地家裁人事第一係
（人ろ一 I4）栄

1栄｛i）典】 ~叙平!ti！位成離．分1 】叙6 
宮崎地方裁判所総

2005年1月l日10年 2015年3月31日'tl1子・紙
~l}f!l! （記録

1＇／判再州所総万務課裁
典 務課長 同I)

2003年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 源成裁分泉l)徴5収年度票等）（家( lf!-宮崎地方裁判所総

2004年4月l日IO年 2014年3月31日電子・紙
在庫（記録 宮判崎所地総方務課裁

帳簿 l 務課長 時） i手

200~年 地家裁人事第二係
（人いー 07）能 能率（平成 16 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日 ~u子・紙
書庫（記録 判忌昌町所Z総l!!)J務斑I~ 

率 年） （地裁分） 務課長 同0

（人い一 0I）転裁 4裁iii判，官報酬の任等免（，平転成 宮崎地方裁判所総 事務室（事
宮崎地方裁

2004年 I曲家裁人事第一係 判官の任免， 2005年1月l日10年 2015年3月31日電子・紙 判所総務課
Ii，報酬等

I 6年） （地裁 務課長 務室） 長
分）

簿成1寺1竹吋（，平，；1ci成年＇~~阪7f年＇：地1～持Ff平裁子 宮崎地方裁
1999年 地家裁庶務係

（庶務帳簿）庶務 宮崎地方裁判所総
2000年1月l日30年 2030年3月31日也子・紙

事務室 cu~
判所総務課

帳簿 1 務課長 務室） 長

判任の（官免指人以い．定外動0職2）員裁の 裁の所5判年任の〕官免指以定．（勤納外（平の務裁額裁成分）員判I 
宮崎地方裁判所総 ：.＇~廊（記録

計的地方裁
2003年 地家裁人事第一係 務の裁判所 務課長

2004年1月！日 IO年 2014年3月31日電子・紙
庫） 判長所総務課

2om年 地家裁人：u~m一係
（人い－ 03）試 試験（平成 I5 宮崎地方裁判所総

200'1年IF]I日10年 2014年3fJ31日泊子・紙
君t/01（記録｜宮判長崎所地総方務裁自深

店食 年） （地裁分） 務制！長 陣）

2005年 地家裁庶務係
（庶い－ 01）公 公印（平成 17 宮崎地方裁判所総

2006年l月l日IO年 2016年3月31日電子・紙
事務室（事「判馬f附所地総方務裁課

En 年） 務課長・ 務室）

2006年 地家裁庶務係
（組いー 02）執 執行官（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日IO年 2017年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判r~所崎地総方務裁課

行官 年） 務課長 務’宅）

200（）年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人＇.H所得税等（平成 1目的地方裁判所総

2007年4月1日 ]Qi~ 2017年3月31日 ·~u子・紙
占wu~ l宮判辱崎所地総方務裁課

帳簿 1 8年度） 務課長 ft担）

2006年 地家裁庶務係
（庶いー 04）文 文年）書 （平成 18 宮務崎地方裁判所総 2007年1月1日10年 2017年3月31日屯子・紙 事務務室 nn i宮判辱崎所地総方務裁課

書 課長 室）
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i司法行政文I~~ファイル管問簿 CH24.I2.3I までに作成したファイル）

得作年成・収 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満仔了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

度等 大分類 中分類

2006年 地家裁庶務係 帳（庶務帳簿）庶務 システム等管理簿 宮崎地方裁判所総
2007年1月1日30年 2037年3月31日屯子・紙

事務室（事 宮判長崎所地総万務裁課
簿 l （平成 18年） 務課長 務室）

（人い一 08）研 研修（平成 19 宮崎地方裁判所総
シスァム

l型t呂町所耳総U務Jli課典
2007年 地家裁人事第一係 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ

修 年） 務課長
ム）

？守的地方裁判所総
システム 目的地方裁

2007年 I曲家裁庶務係 （庶い一05）雑 雑（平成19年） 2008年1月1日IO年 2018年3月31日電子・紙 （システ l~pfr総務課務課長
ム）

（組ろ－o2）事 事務年分配等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判崎所地総方務裁諌2008年 I山家裁庶務係 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ
務分配等 20 ) 務課長

ム） l手

宮崎地方裁判所総
システム

宮判馬崎所総地方務裁品！2008年 t出家裁庶務係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成20年）
務課長

2009年IFJ1日5年 20日年3FJ31日i日子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 05）給 宮崎地方裁判所総
システム

宮判居崎所地総方務裁課2008年 地家裁庶務係
与

給与（平成20年）
務課長

2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 06）刑 宮崎地方裁判所総
シスァム

i平岳呂IJ岡所地総力務紙ti!R 2008年 地家裁庶務係 刑事（平成20年） 2009年1月1日5年 2014年3月31日也子・紙 （システ
務課長

ム）

（訟ろ－ 07）家 宮崎地方裁判所総
システム l宮判毘崎所地総万務秘ii車2008年 t也家裁庶務係

事
家事（平成20年）

務課長
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2008年 I也家裁人事第一係
（人ろ－o9）分 分限，懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（苫 喜判品町所耳総目ノ務3疏課

限，懲戒 20年） 務課長 庫）

2008年 I也家裁人事第一係
（人ろ－ 08）研

研修（平成20年）
宮崎地方裁判所総

2009年IFJl日5年 2014年3)-j31日-m子・紙
書庫（舎 ｜宮判岳崎所地総方務裁品目

修 務課長 庫）

（組いー 03）定 定年）員 （平成20 宮崎地方裁判所総
システム

7判信・f附所地総方務裁課2008年 I也家裁人事第一係
員 務課長 2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙 ι（） システ

2008年 地家裁人事第一係
（組ろ一 06）調 調停委年員等（平成 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫 Cl}

l宮判長崎所地総方務裁課
停委員等 2 0 ) 務課長 庫）

2008年 地家裁人引第一係 （組ろー I0）雑 雑（平成20年）
'1~1；曲者地方裁判所総

2009年lFJI日5年 2014年3月31日7li子・紙 せ~w cm ｜宮判得崎所地総方務裁調
務課長 席）

2008年 地家裁人事第二係
（人い一 07）能 能率（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙
書庫（｛I~ 判昂呂岡所地総ノ務3減，出！

率 年） 務課長 庫）
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司法行政文書ファイル管理知（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・取等 分野l
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間

保存則11-U 保の存穏媒類体 保存場所 管理者 。iii考
大分類 中分類 満了日

2008年 地家裁人事第二係
（人ろ一 07）能 能率（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

l宮判長崎所地総方務裁課
率 年） 務課長 庫）

（訟ろ－ I 5- 雑年）2 （平成20 宮崎地方裁判所総
シスァム l宮判馬崎所地総方務裁課2008年 地家裁庶務係 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

A）雑 務課長
ム）

2008年 地家裁人事第二係 与（人ろ－ 05）給 長，~給（平成 20 宮崎地方裁判所総
2009年l月l日5年 2014年3月31日電子・紙

：~I~ Jilt （』 川判長崎所地総万務裁課
年） 務課長 庫）

宮崎地方裁判所総
システム If~ 崎所地総方務裁課200・9年 地家裁人事第一係 （人い－ I 2）雑 雑（平成21年）

務課長
2010年1月1日IO年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第一係
（人ろー 09）分 分限年，懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2010年lfJI日5年 2015年3月31日：世子・紙
書庫（苦 宮判烏崎所地総方務裁諜

限，懲戒 2 1 ) 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第一係
（人ろー I6）人 人事年報告（平成2 宮崎地方裁判所総

2010年1月l日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（苫 7判長~..；附所地総方務裁課

事報告 務課長 庫）

（人ろー 11 ）服 ！年！日務） （平成21 宮崎地方裁判所総
シスァム l宮判陪崎所総地万務裁課2009年 地家裁人事第二係 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ

務 務課長
ム）

（人い－o6）退 ill臓年手当（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

判再呂問所I総也J務3祇課2009年 地家裁人事第二係
職手当 務課長

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁庶務係
（訟ろ一 01 ）訟 訟務一般（平成2 宮崎地方裁判所総

2010年1月l日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（｛！｝ 宮判長崎所地総方務課裁

務一般 l年） 務課長 庫）

（庶ろー 02）儀 儀式年典礼（平成2 宮崎地方裁判所総
システム l判馬~崎所地総方務裁課2009年 地家裁庶務係

式典礼 1 ) 務課長
2010年IJ=Jl日5年 2015年3rJ31日市子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁庶務係
（庶ろ－o5）文 文年）書 （平成21 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日恒子・紙
書庫 cm 目判長的所地総方務裁課

書 務課長 庫）

（人い－ 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

宮判起崎所地総方務裁課2010年 地家裁人事第二係
害補償等 2 2年） 務課長

2011年1月1日10年 2021年3月31日屯子・紙 ム（〕システ

2010年 地家裁人1HID二係
（人事帳簿）人事 給与簿等（平成2 宮崎地方裁判所総

20日年1月1日5年 2016年3J-J31 El ·~n:子・紙
•'},,Ii (1!} 馬B昌！j!lj院所世総田J務3忍練x 

帳簿2 2年） 務課長 r!U) 

宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判長崎所地総方務裁課2009年 地家裁人事第一係 （人い一 I2）雑 雑（平成21年）
務課長

2010年l月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ
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司法行政文書ファイル管型1!￥専 (H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・収等 分菱自
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日閲 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、 1.11:-Y-

中分類A 刀工長国

（人ろ一 12）人 人事記録（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
｜判長日附所且総E万務奴課2010年 地家裁人事第一係

事記録 2年） 務課長 20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

判（人官以い外－の0職2）員裁の 裁の判任官免以，勤外務の職裁判員
宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁

2010年 地家裁人事第一係 2011年1月l日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課
任の免指官， 勤務裁判所 所2年の〕指定（平成2 務課長

ム） 長

（人ろー 16）人 人事報告（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所総地務方裁課2010年 地家裁人事第一係
事報告 2年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
ム（シ.~ス！Hテ•lO 

（庶ろ－ 03）会 会同，会議（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宇長呂lj附所I総自力務祇課2010年 地家裁庶務係

同，会議 1 2 2年） 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組い－ 02）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総
システム ー判呂所町工総包力務課紙

2010年 地家裁庶務係 20日年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（〕システ法修習生 2 2年） 務課長 ｜長

（訟ろー 08）少 少年（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜判喜呂町所泡総力務裁課2010年 地家裁庶務係
年 年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろー 11 ）服 服務（平成22 宮崎地方裁判所総 システム :1長判；f附所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係
務 年） 務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統ろ－ 05一 諸表（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
判呂毘岡所地総務力事課x 2010年 地家裁庶務係

A）諸表 年） 務課長 2011年1月1日3年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事ITT二係
（人事帳簿）人事 特別勤務報告等 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日治子・紙
：！？庫（？！？ i宮判長崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成23年） 務課長 庫）

判＇~－組所の管ろ設事曹立灰0 雌，1 ~等史裁 裁止（判．平所管成轄の2，区役3域年立等） ， 廃 宮崎地方裁判所総 システム
｜判長g町所耳総E乃務車課JI; 20日年 地家裁庶務係

務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事第一係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成23年）
宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 宇長呂lj町所瑠総h務寂課

務課長 ftl!) 

2011年 地家裁庶務係
（組ろ－ 05）執 執行官（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 l晋庫庫・シ（膏ステi判唇iS贋所司Z総-illノ務Jtl.課丸

行官 年） 務課長
ム）

（人ろー 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総 システム i宮判長崎所地総万務裁課2011年 地家裁人事第二係
害補償等 2 3年） 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事第一係
（人ろー 03）試 試験（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年IJ'J1日5年 2017年3)-j31日電子・紙
事務室（事 宮長判崎所地総方務裁課

E負 年） 務課長 務室）
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作得成年度工取等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日

保存 f栄満子子了・w日m羽 保存良~体
保存場所 管理者 備考

大分ゐ
~，、温‘

期間 の積類.，『ノJ文民

（人ろ一 11 ) 1l日！！日務（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
20日年 地家裁人事第一係

務 年） 務課長
2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 通勤届（非現在） 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 宮判長崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成23年） 務課長 ！事）

2012年 t出家裁人事第一係
（人ろ－ 1 5）出 出張，招集（平成 1守的地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書Jill（子？ ；判守附所地総万務裁課

張，招集 2 4年） 務課長 庫） 岳

2012年 地家裁人事第一係
（人事帳簿）人事 l人簿事・帳休簿暇承3認（願休）暇 宮崎地方裁判所総

2013年l月l日3年 2016年3月31日電子・紙
書J!lI（当 ｜宮判崎所地総方務裁課

帳簿3 （平成24年〕 務課長 庫） 長

（組いー 02）執 執年）行官（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
I~長判昂町所坦総務説諜！ 2012年 t也家裁人~·Mfiー係 行官 ． 務課長

20131:ド1J-J l日10年 2023年3月31日屯子・紙 ム（）システ

判（官人い－ 0職2）員裁の
裁の判任日免指以定．外勤（の務平職裁成判員2 システム 宮崎地方裁

2012年 I也家裁人事第一係
以外の 宮務崎地方裁判所総 2013~1~1 月 1 日 10年 2023年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課

任の免指，宮勤務裁判所 所4年の指） 
課長

ム） 長

（人ろ－ 20ー 宮崎地方裁判所総 システム
［判毘f附所地総方務裁課2012年 地家裁人事第二係 A）雑

雑（平成24年）
務課長

2013｛手l月l日5年 2018年3月31日電子・紙
ム（シ・脊ス雌テ〕

（人事帳簿）人事 給与関係（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁人事第二係 2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ帳簿 1 4年） 務課長

ム・ ・mritn

2012年 地家裁人~Hz.ti二係
（人事帳簿）人事 広品（平1域）成？異~動＃F4手現年在当〕支）給

宮崎地方裁判所総
2013年1月l日5年 2018年3rJ31日・.u子・紙

書同［ （占 ｜判宮崎所地総方務裁課
帳簿2 務課長 庫） i長

（人ろ一 05）給 宮崎地方裁判所総 システム
目判長的所地総方務裁課2012年 地家裁人引第二係

与
給与（平成24年）

務課長
2013年1月1臼5年 2018年3月31日電子・紙

ム（シ・書ステ庫〕

2012年 地家裁庶務係
（庶ろ－ 09）庁 庁内管理（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙
書庫（~If 判島昌町所四総ノ務ヨ班課

内管理，当直 4年） 務課長 庫）

2012年 地家裁庶務係
（庶ろー 15一

雑（平成24年）
宮崎地方銭判所総

20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書Jill(:jlf i宮長判崎所地総方務裁課

A）雑 務課長 庫）

（人い－ 05）給 給年）与 （平成24 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係

与 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係
（人ろー 1I ) nfl ！！日務（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（苫 1宮2崎所地総方務裁課

務 年） 務課長 庫）
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作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日的l f米の子了種媒類体 保存場所 管理者 備考，、、袖~;J苫

中分類ノ＼..J』士ロ

（訟ろ一 06）刑 刑事（平成24 宮崎地方裁判所総
システム l宮判長崎所地総務万裁課2012年 地家裁庶務係

事 年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

システム
宮崎地方裁

2012年 地家裁庶務係
（訟ろ－ 1 5一

雑（平成24年）
'ti~的地方裁判所総

2013年1月1日l年 2014年3月31日電子・紙
（システ

判所総務課
B）雑 務課長 宰ム）・事務 長

（人ろ－ 1 I）服 服務（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
宮判崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係

務 年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 0 I）公 公印（平成211 宮崎地方裁判所総 事務室 OH宮判唇崎所総llliJJ務拙課2012年 地家裁文~~~係 2013年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙
印 年） 務課長 務室）

（人ろ一 09）分 分限．年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総
システム

判i宮長崎所地総方務課裁2012年 地家裁人事第一係
限，懲戒 2 4 ) 務課長

20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろー 1l ) 11日服務（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
底｜｜唇判的所地総方務裁諜2012年 地家裁人事第一係

務 年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（統ろ－ 08- 宮崎地方裁判所総 システム Ii「IS下符判干碍；司吾f愉附附附附所t総務課2012年 地家裁文字I~係
A）雑

雑（平成24年）
務課長

20日年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

2004年 地家裁人事第一係
（組い一 03）定 定員（平成 I6 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判所崎地総方務裁課

員 年） （地裁分） 務課長 務室） Iる

2003年 地家裁人＇.Hmー係
（人い－ 08）研 研修（平成 15 宮崎地方裁判所総

20011年IPJ1日10年 2014年3月31日Ht子・紙
書庫（記録l宮判岳崎所地総方務裁H* 

修 年） （地裁分） 務課長 庫）

2003年 地家裁人事第一係
（人い－ 09）分l分合1子限】5iド懲）戒（！也t平裁成 宮崎地方裁判所総

2004年l月！日 IO年 2014年3月31日電子・紙 事務室室 mi 1判馬；｛崎所地総方務裁課
限，懲戒 務課長 務）

2003年 地家裁人事第一係
（人ろー I4）栄 栄里隼！~典d叙平刷位成載，分1 叙)5 宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録i宮馬判崎所地総方務裁課

典 務課長 w 
与（人いー 05）給 給年与 （平成裁 1 6 宮崎地方裁判所総 ~！Hrtl （~己録 判長2・所守総＇！！！ノ務ヨ語課文

2004年 地家裁人事第二係 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
）（地分） 務課長 庫）

（人いー 0I）裁
裁h骨1子Ii判，】5 官報年の酬）仕等（冗家（．平裁転成 宮崎地方裁判所総 事務室（事

宮崎地方裁
2003年 I出家裁人事第一係 判官の任免，転 務課長

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙 務空）
平IJ所総務課

補，報酬等 長

2003年度 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 市成裁県分1】民5税年関度係） ~±平也宮崎地方裁判所総
2004年4月1日10年 2014年3月31日電子・紙 庫書庫） （記録1判昂i｛的所地総方務裁課

簿 l 務課長
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作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期栄存間 保満存了則日的j 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分煩 中分類

2000年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 事簿（務地（記平裁録成分帳）1 簿2保年存） 宮崎地方裁判所総

2001年1月1日30年 2031年3月31日電子・紙
事務室（事 宮長判所崎地総万務裁課

帳簿 l 務部長 務室）

判（官人以い外－の0職2）日裁の 裁の判任官免以，勤外務の職裁員判
宮崎地方裁判所総 市wc~己鉱

宮崎地方裁
2004年 地家裁人事第一係

任の指免常， 勤務裁判所 所6年の〕指定（地（平裁分成）1 
務課長

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
庫）

判所総務課
長

2003年 t也家裁人事第一係
（人い一 03）試 試験（平成 15 宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録 判冨巳岡所地総務万裁諜

験 年） （家裁分） 務課長 時）

2005年 地家裁庶務係 （庶いー 05）雑 雑（平成 I7年）
宮崎地方裁判所総

2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙
事務室 C・H長判呂町所耳総！！h務課滅

務課長 務室）

2006年 地家裁庶務係
（庶いー 01）公 公印（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判毘崎所地総方務裁課

Erl 年） 務課長 務室）

2005年 地家裁人事第一係 判補（人官報いの任酬ー免等0 .1）転裁 裁~：n判，7 報年官酬）の任等免（平，転成 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙

m庫（：！？ 宮判長所崎地総方務裁課
務，i県民 f!H) 

2006年 地家裁庶務係 （庶い－ 05）雑 雑（平成 18年）
宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
事務＊ PH 1判高！｛崎所地総方務裁課

務課長 務室）

2006年 I也家裁人事第一係
（組い一 03）定 定員（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫 C'~ 国判岡所地総h務課裁

員 年） 務課長 時） r~ 

2005年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 公印簿（平成 17 宮崎地方裁判所総

200G年1月！日 30年 203G年3fj31日屯子・紙
事務室（事l宮判長崎所地総方務裁課

帳簿 l 年） 務課長 務室）

2006年 地家裁人事第二係
（人い－ 05）給 給与2 （平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月l日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（~I} E判長f附所地総方務裁課

与 年） 務課長 庫）

補判（人官いの純任酬免等日，1）転裁 裁制1判＇g年官報）の酬任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総 システム 1宮2崎所地総万務戴課2007年 地家裁人事第一係
務課長

2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

与（人い－o5）給 給与（平成 19 宮崎地方裁判所総
シスァム

判辱昌岡所理総U務3蚕課文2007年 地家裁人事第二係 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ年） 務課長
ム・書庫〕

（庶い－o1）公 宮務課崎地長方，裁判所総
システム

宮判長崎所地総方務裁課2008年 t出家裁庶務係 En 公印（平成20年） 2oogf!-: 1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（組いー 01）組 組年織）一般（平成20宮崎地方裁判所総 システム
判長昌岡所地総h務裁課2008年 地家裁庶務係

織一般 務課長
2009年1月1日10年 2019年3J-J31日屯子・紙 ム（）システ
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得作成年度・収等
分務！ （小ぞ分I*1.類J¥) 作成・取得者 起算日 保｝羽存悶 保満存了則日11¥1 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類 甲分類

（庶ろ－o2）儀 儀式典礼（平成20宮崎地方裁判所総 システム l宮判辱崎所地総方務裁課2008年 I也家裁庶務係
式典礼 年） 務課長

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2008年 地家裁人事第一係
（組ろ－ 05）執 執年行）官（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日m子・紙
m1市（古 l宮判長崎所地総方務裁課

行官 務課長 Jill) 

（人い－o8）研 宮崎地方裁判所総
システム

目判長的所地総方務課裁2008年 地家裁人事第一係
修

研修（平成20年）
務課長

2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 ム（）システ

2008年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 超過勤務命令簿 宮崎地方裁判所総

2om)11:1月1日5年 2014年3月31日屯子・紙
当時（お 宮判5崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成20年 務課長 時）

2008年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 人事帳簿（平成2 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日10年 2019年3月31日at子・紙
苫庫（書 宮判吾崎所地総方務裁謙

帳簿 l 。年） 務課長 庫）

判〔人官以ろ外－の0職2）員裁の 裁の判任官免以，外勤務の職裁判員
宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁

2008年 地家裁人事第一係 2009年1月1日5年 2014年3月31日：包子・紙 （システ 判所総務課
任の指免常， 勤務裁判所 所2の0指年）定2 （平成 務課長 ム.1！｝同:1) 長

2008年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 委員別手当支年給簿 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（倉 1宮判5崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成20 ) 務課長 庫）

（人い－o8）研 研年）修 （平成2I 宮崎地方裁判所総 システム i宮判長所崎地総方務裁課2009年 地家裁人事第一係
修 務課長

2010年1月1日1Q{f 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人いー 06）災 災害補年償等（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宇5呂IJ贋所司I総也務)J 車自~2009年 t出家裁人~H第二係

害補償等 2 I ) 務課長
2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ一 06）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総 システム 7判岳E附所地総方務裁課2009年 地家裁人事第二係
If政手当 1年） 務課長

20101ド1月1日5年 2015年3月31日治子・紙 ム（）システ

2009年 I也家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 勤勉手当決定調書 宮崎地方裁判所総

20.10年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
iH庫（苦 宮判唇崎所地総万務裁課

帳簿2 （平成2I年） 務課長 mo 
（庶い－ 0I）公 公印（平成2I 宮崎地方裁判所総 シスァム

判唇呂問所m総h務課寂2009年 t也家裁庶務係
~n 年） 務課長

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

停（組ろ－o6）調 調停委年員等（平成 宮崎地方裁判所総 システム
判馬ご可所総＇1!VJ務課甑2009年 地家裁庶務係 委員等 2 1 ) 務課長 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

宮崎地方裁判所総 システム
I宮判喜崎所総地方務裁I~ 2009年 地家裁庶務係 （組ろ一 10）雑 雑（平成21年） 務課長 2010年1月1日5年 2015年3J]31日電子・紙 （システ

ム〕
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得作成年度・取等
分委員

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 f期米存間 保満存了w日j 問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

（庶ろ－ 03）会 会同，会議 1-2 宮崎地方裁判所総 システム
I宮平長1附崎地方務裁線2009年 I也家裁庶務係

同．会議 l （平成2I年） 務課長
20 ｝（）｛手l月1日51ド 2015年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（人い－ 05）給 給与（平成2l 宮崎地方裁判所総 システム l宮長判崎所地総方務裁課20091手 地家裁庶務係 lj.・ 年） 務課長
2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 （システ

ム）

（人い－o5）給 給与2 （平成2I 目的地方裁判所総
システム l判長；附所総務裁課2009年 I出家裁人事第二係

与 年） 務課長
20.10年1月1日IO年 2020年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（人ろー 07）能 能率（平成22 宮崎地方裁判所総 システム l宮判届崎所地総方務裁課2010年 I出家裁人事第一係
率 年） 務課長

20111ド1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（訟ろ－ 06）刑 刑年事） （平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総万務．裁課2010年 地家裁庶務係

事 務課長
20日年1月1日5年 2016年3PJ31日・,u子・紙 ム（）システ

（訟ろ一 09）弁 弁護士（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判岳崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

護士 年） 務課長
201 1年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 1 ~）交 交際（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ際 年） 務課長 ム．書庫）

（庶ろー 15一 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所地総万務裁課2010fド 地家裁庶務係

A）雑
雑（平成22年）

務課長
2011午1月1日5年 20161'手3月31日電子・紙

ム（．シ書ス庫テ） 

（人ろ－ 05）給 給与（平成22 宮崎地方裁判所総
システム i判長呂町所総地務H軍課2010年 地家裁庶務係

－ト3ー・ 年） 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統い－ 0 1）裁 裁判統計（平成2 宮務崎地方裁判所総
システム i宮判長崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

判統計 2年） 課長
2011年1月1日10年 2021年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2010年 地家裁庶務係 （組官ろ－ 03) 裁l常官｛閉会平議成2（会議2事年・】裁録判） 
宮崎地方裁判所総

20日年1月l日10年 2021年3月31日電子・紙
苫庫（書 ｜宮判長崎所地総方務裁課

判会議 l 務課長 庫）

（人い－ 05）給 給与（平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜｜宮判5所崎地総方務裁課2010年 地家裁人事第二係
与 年） 務課長

20日年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 当直文，H受付年簿 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日3年 2015年3J=J31日：世子・紙
;J Hilt （：τ日 宮長判崎所地総万務裁課

帳簿2 （平成23 ) 務課長 mn 
（人ろー 07）能 能率（平成23 宮崎地方裁判所総 システム

l宮判長崎所地総方務裁課20日年 地家裁人事第二係
率 年） 務課長

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ
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得作成年度・取等
分野｛

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考大分類 中分類

判補t人官．報いの任酬免等011 J転裁 裁補2判＇3年官報）の酬任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総 システム l宮長判所崎地総方務裁課20日年 地家裁人事第一係
務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（〕システ

システム
宮崎地方裁

20日年 I出家裁庶務係
（組ろ－ 04）司 司法修！~／生（平成 宮崎地方裁判所総

2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙
（システ

判所総務課
法修習生 2 3年） 務課長 宰ム〕・事務 長

（組ろ一 08）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総 システム
判邑唇町所四総刀務祇課2011年 地家裁庶務係

察審査会 2 3年） 務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総万務裁課2011年 地家裁庶務係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成23年）

務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 13）交 交際（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
判百岳所問泡総万務課秘20日年 I也家裁庶務係

際 年） 務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙

ム（シ・書ステ店）

（庶い－ 0I）公 公印（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判唇所崎地総方務裁部R2011年 t也家裁庶務係

~n 年） 務課長
2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶い－ 04）文 文台（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
：判長日町所地総力務鵡誠20日年 地家裁庶務係

者 年） 務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（〕システ

20日年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 委員別手当支給簿 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫 (.If l判話冨岡所地総務万裁説

帳簿2 （平成23年） 務課長 庫）

20日年 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 勤勉手当決定年制力 宮務崎地方裁判所総 2012年1月1日5年 2017年3)"J31日屯子・紙
書庫（，！？ 明長昌j問所R総E務H夜課

簿2 （平成23 ) 課長 庫）

2011年 地家裁庶務係
（組ろ－ 03）裁 11官古（問会平委議成員2（会議3事年・裁録）判） 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙
書庫 C!l 宮判長崎所地総方務裁自課

判官会議 1 務課長 庫）

（統ろ－ 06）資 資年料） （平成23 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮申長鵬崎地方務課裁2011年 I也家裁庶務係

料 務課長
2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統ろ－ 06）資 資年料） （平成23 宮崎地方裁判所総 シスァム
判辱呂問所理総務ノ3寂課2011年 地家裁庶務係

料 務課長
2012年l月1日3年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

判（人官以ろ外－の0職2）員裁の
裁所の4判任の年免1官指以定，外勤（務の平職裁成員判2 宮崎地方裁判所総 書庫（ill 宮崎地方裁

2012年 I也家裁人事第一係
の任免指宮，勤務裁判所 務課長

2013~ド 1 月 1 日 5年 2018年3月31日電子・紙 時）
判所総務課
長

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ一 16）人 人事報告（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 ｜判唇白岡所地総刀務棋課

事報告 4年） 務課長 庫）
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得作成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期仔間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

判補t人官報いの任酬筈免0，リ転裁 裁~~i判＇4 官報年）酬の任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総 システム l宮判長崎所地総方務謀裁2012年 I出家裁人事第一係
務課長

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 I出家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 勤務H寺間報告.＇J 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（言｝ 判国長岡所地総万務械課

帳簿2 （平成24年） 務課長 庫）

宮崎地方裁判所総 システム
判毎向的所地総方務裁課2012年 I曲家裁人事第一係 （人い一 I2）雑 雑（平成24年） 2013年1月l日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

務課長 ム・書庫〕

（人い－ 05）給 昇給・昇格（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総万務裁課2012年 地家裁人事第二係 2013年1月1日101手 2023年3月31日電子・紙 （システ

与 2 4年） 務課長 ム・；耳目。

（人ろ－ 06）退 退臓年手当（平成2 宮崎地方裁判所総
20日年1月1日

システム
宮判長崎所地総務方裁課2012年 地家裁人事第二係

職手当 4 ) 務課長
5年 2018年3JJ31日電子・紙 （システ

ム・書目。

（人ろ一 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総
システム

7長判~I所附地総方務裁部！2012年 地家裁人事第二係 害補償等 2 4年） 務課長
20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙

ム（シ・書ス店テ） 

（庶ろ－ 08）出 出張年述絡（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
1判再冨所崎地総万務誠課2012年 地家裁庶務係

張連絡 '1 ) 務課長
2013年1月1日1年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組いー 02）執 年執行）官（平成2'1 ？守的地方裁判所総
システム

宮判唇崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 行官 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組ろ一 02）事 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総
システム l宮判長崎所総地方務裁課2012年 地家裁庶務係 務分配等 2 4年） 務課長

20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ一 01）訟 訟務年一般（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
事唇呂lj問所耳総目万務議課2012年 地家裁庶務係

務一般 務課長
2013年1月1日5年 2018年3J:J31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 15一 宮崎地方裁判所総 システム
目判存所的地総方務裁‘~~！ 2012年 地家裁文書係

B）雑
雑（平成24年）

務課長
2013年1月1日l年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 05）文 文年）訂 （平成24 宮崎地方裁判所総 システム
冨長判崎所地総万務裁課2012年 地家裁文書係

三E主l 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶いー 04）文 文年）：！？ （平成24 自由各地方裁判所総 システム l宮馬判崎所地総方務裁訓2012年 地家裁文：，I｝係
書 務課長

2013年1月1日10年 2023年3FJ31日電子・紙 ム（）システ

（組ろ－ 07）定 宮崎地方裁判所総 システム
判高呂所町m総h務茸a県耳2012年 地家裁人事第一係 員

定員
務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
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得作年成度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期米存間 保満存了則日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2012年 I也家裁人事第一係
（人ろ－ 20一 職員団体等報年告 宮崎地方裁判所総

20日年l月1日l年 2014年3月31日電子・紙 事務室室 （事l宮半長lj崎所t総四務部』！
B）雑 （平成24 ) 務課長 務）

2004年 地家裁庶務係
（組い－o4）検 ｜明分1前）6世年）会（地（平裁成 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判馬崎所地総万務説課

祭審査会 務課長 務室）

2004年 I出家裁庶務係
（庶い－ 04）文 文当家（平裁成分I)6 目的地方裁判所総

2005年1月l日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室 C'J~ 目判長的所地総方務謀裁

書 年）（ 務課長 務室）

2004年 I出家裁庶務係
（組い一 02）執 執年行官（平成 I6 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判停所崎地総万務裁課

行官 ） （地裁分） 務課長 務室）

2003年 I也家｝~~庶務係
（統い－ 01）裁 裁判年統計家（平成 1宮崎地方裁判所総

2004年1月1EI 10年 2014年3JJ31日・m子・紙
事務室（事 宮判長所崎地総方務裁課

判統計 5 ) ( 法分） 務課長 務室）

帳（人事帳簿）人事

｜給控告与除』月等．宅rl給~者』与W所のU1玖）得護手申~ 
宮務崎地方裁判所総 書庫（記録

宮崎地方法
2003年度 I山家裁人事第二係

簿 1 の住取得等特別
課長

2004年4月1日ID年 20J 4tf三3月31日屯子・紙
庫）

判所総務課
控除申告，I} （平成 長
1 5年度） （地裁
4}) 

2004年 I也家政人事第一係
（人い一 09）分 分分1限】6.年rrr家裁t平成 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（記録 判邑厄町所四総J務3硯自i盟

限，懲戒 務課長 庫）

i給料控与F除汀1申3有告U書J兼1呆給l現

与所得者の配偶者
特別控除申告：，I｝宅， 宮崎地方裁

2004年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与所特得者の住 宮崎地方裁判所総

2005年4月1日ID年 2015年3月31日電子・紙
書庫（記録

判所総務課
帳簿 1 取得等別控除申 務課長 庫） 長

告者告唐書書の3．扶「安（平設給恭控成与4除H1所等6得年申

2004年 I山家裁人事第二係
（人い－o6）恩 恩｛家（給平主，成主分退1】職6手年〉当 宮崎地方裁判所総

2005年1月l日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（記録 宮判長崎所地総方務裁訓

給 務課長 庫）

（人い－ 0 1）裁
裁補1判＇5官年惚酬）の任等（家免（平裁． 転成 出附地方裁判所総 事務宅 C'H宮崎地方裁

2004年 I出家裁人事第一係 判官の任免，転
務課長

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
務室）

判所総務部
補，報酬等 分〕 長
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得作成年度・取等
分野！

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

帳（庶務帳簿）庶務 事簿2務年（〕記平録成［家限0裁樽7分保～1存1 
宮崎地方裁判所総 書庫（吉 l判長呂崎所地総務方裁課1995年 I出家裁庶務係 1996年1月1日30年 2026年3月31日電子・紙

簿 1 務課長 庫）

2003年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 i年（家（末平裁調成分整1〕デ5ー年度タ）表 宮崎地方裁判所総

2004年4月1日10年 2014年3月31日電子・紙
害庫（記録 判辱日開所司Z総但万務華課麗

帳簿 l 務課長 庫）

（人事帳簿）人事 年末調怒デ6ー年度タ）表 宮崎地方裁判所総 言？同｛ （記録
宮崎地方裁

2004年度 地家裁人事第二係
帳簿 1 （家（平裁成分l〕 務課長

2005年4月1日10年 2015年3月31日電子・紙
庫） 判再所総務課

給~±与平砲成事置（普分1 通）5昇年給）｝ 宮判f手崎所地総万務裁諜2003年 I也家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録

帳簿 1 務課長 庫）

20lM年 地家裁人事第一係
（人い－ 07)能 l能~ト率】6年 即 ）（地平裁成

宮崎地方裁判所総
2005年1月1日10年 2015年3f131日'fLi:子・紙

脅庫（記録 宮判長所崎地総方務裁課
率 務課長 庫）

（組ろ－ 03）裁
裁委判員官会議会議事録（常）的

宮崎地方裁判所総 事務室（事
宮崎地方裁

2003年 地家裁庶務係
判官会議 l ~±平ti~裁成分1 〕5年）

務課長
2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙

務室）
判所総務長男！
長

2005年 地家裁庶務係 （統統い－ 0I) 裁 裁判統計（平成 l宮崎地方裁判所総
2006年1月l日10年 2016年3月31日電子・紙

事務室（事ll「2主官判長：ヨ哨州f愉附附所附附t総務E謀県
平lj 計 7年） 務課長 務室）

2005年 地家裁庶務係 （組宮ろ－ 03) 裁 l裁録年判）〕官（平会議成 1（議7事 宮崎地方裁判所総
2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙

事務室（事 宮判馬崎所地総務方裁課
判会議 1 務課長 務室）

ZOOG年 地家裁庶務係
（統いー 01）裁l裁例年附】規 （平成に閲1す8る 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
事務室（事 判辱邑所町1総凹J務3軍課

平lj統計 務課長 務室）

2006年 地家裁人事第一係
（組い一 02）幸丸 執年行）官（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫 cm

「判長附所総務裁課
行官 務課長 庫）

2007年 地家裁人事第一係
（組い一 03）定 定員（平成 19 宮崎地方裁判所総

2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 事再呂l町所地総力務獄課

員 年） 務課長 時）

判（人官以い外－の0職裁2）判員裁所の 裁所の9判任の年1官免指以定，外勤（務平の職裁成判員1 宮崎地方裁判所総
システム 宮崎地方裁

2007年 地家裁人事第一係 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課
任の免指定， 勤務 務課長

ム） 長

（人い一 09）分 分！坦年，懲）戒（平成 宮崎地方裁判所総
シスァム l宮判長崎所地総方務裁課2007年 地家裁人事第一係

限，懲戒 1 9 務課長
2008年1月1日10年 2018年3月31日7日子・紙 ム（）システ

（人い－ 05）給 給年与）2 （平成 19 宮崎地方裁判所総
シスァム l長判f町所地総万務裁課2007年 地家裁人事第二係

与 務課長 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ
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作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保j伺存間 保満存了期日11¥J 保の存種媒類体 保存場所 管 理 者 備考
大 分 類

~／、且正

'I' JJヲピ貝

判t官人以い外－の0職2）員裁の
裁所の1判任の9官免指年以定｝． 外勤2の務（職裁平判成員 宮崎地方裁判所総

システム 宮崎地方裁
2007年 地家裁人事第一係

任の指免宮， 勤務裁判所 務課長
2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課

ム） 長

2008年 I出家裁庶務係 行（組官ろ－ 05) 執 執年行）官（平成20 宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 者庫ムl〕，・ttシ（許ス1テ I~＇長；•；附附地方務裁謀

務課長

2008年 地家裁人事第一係
（人ろー 14）栄 栄年）典 （平成20 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙
書庫（ftf 宮判岳崎所地総万務裁課

典 務課長 Jdl) 

2008年 I也家裁人事第一係
（人ろ－ ll)llfi

服務（平成20年）
日崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
害時 Ut l宮判長崎所地総万務裁課

務 務課長 庫）

2008年 地家裁人事第一係 判補〔人官．の報ろ任酬免等日，Ij転裁 ｜裁補20判，年官報）酬の任等免（，平転成 宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙

書庫 (ilJ 宮判長崎所地総方務裁課
務課長 庫）

l阪（人事帳簿）人事l人年簿事））帳（簿平2 （出動 宮務崎地方裁判所総 書庫 en 宮判馬崎所地総方務裁員！日2008'if 地家裁人事第一係
簿2

Ii史20
課長

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
Hド）

2008年 t出家裁人事第二係 害（人いー 06）災 災~ariliffr,r;; ＜平成 宮崎地方裁判所総
2009年1月l日10年 2019年3月31日電子・紙

書Jill（台 7判馬4附所I総山万務裁課
補償等 20年） 務課長 庫）

（人ろ一 05）給 昇格（平成20 宮崎地方裁判所総 システム 宮判崎所地総方務裁課
2008年 I也家裁人事第二係 2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ与 年） 務課長 岳

2008年 t出家裁人~m.1:·二係
（人事帳簿）人事 特別勤務報告等 宮崎地方裁判所総

2009年UJI日5年 2014年3J::J31日電子・紙
書庫（書 l宮判長崎所地総方務裁課

帳簿2 （平成20年） 務課長 庫）

（人ろ－ 08）研 研修2 （平成20 宮崎地方裁判所総
システム

目判辱的所地総方務裁課2008年 地家裁人事第一係 2009年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙 （システ
修 年） 務課長

ム）

判（人官以い外－の0職2）員裁の
1裁の所2判の任n官免指年以1．定外勤Zの務（職裁平判成員 宮崎地方裁判所総

システム 宮崎地方裁
2008年 地家裁人事第一係 2009年1月1日10年 2019年3Jcj31日電子・紙 （システ 判所総務課

任の免指，宗勤務裁判所 務課長
ム） 長

2008年 地家裁人事第一係 判補（官人．ろの報任酬免符0 ,1）転裁 裁1~i判＇o 官報年酬】の仕等免（，平転成 宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙

書庫（書 忌宮判崎所地総方務裁課
務課長 庫）

（人いー 10）公 公平（平成21 宮崎地方裁判所総 シスァム
宮判長崎所地総万務裁課2009~ド 地家裁人事~－一係

平 年） 務課長 2010年1月l日1D年 2020年3J-J31日首子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第一係 ｜判補t人官却ろの任酬免筈0 .1）転裁 裁1~i判＇1 日報年）の酬任等免（，平転成 宮崎地方裁判所総
2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙

書庫（苦 l目判号的所総地方務裁課
務課長 庫）
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作得年成度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存締媒：類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2009年 地家裁人事第一係
（人ろー 1I ) J]日服務（平成2I 宮崎地方裁判所総

2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（干I} l宮判喜所崎地総方務裁課

務 年） 務課長 庫）

（人事帳簿）人事l人簿年事）〕側（平2 t笠庁 宮崎地方裁判所総 書庫（：！？ 判唇自問所耳総E力務祇課2009年 地家裁人事第一係
帳簿2

成2I 
務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
庫）

（組い－ 03）定 定員（平成2I 宮崎地方裁判所総
システム

目判馬的所地総方務裁諜2009年 t出家裁人事第一係
員 年） 務課長

2010年1月1日IO年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 I出家裁人事第一係
（組ろ－ 05）執 執年行）官（平成21 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年・ 2015年3月31日電子・紙
書庫（古 ！｜｜宮判J手崎所地総方務裁課

行官 務課長 庫）

l判械（人官ろの翻任酬－免筈0'1）転裁 裁f~i判＇1 官報年の酬〕任等免（平．転成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総万務裁，課2009年 I也家裁人事第二係

務課長
2010年1月l日5年 2015年3J-J31日1日子・紙 ム（）システ

2009年 f出家裁庶務係
（組ろ－o4）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総

2010年1月l日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（台 ’判岳HJ附所地総方務諸裁！ 

法修習生 2 I年） 務課長 庫）

（庶ろ－ 03）会 会同，年会議（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁課2009年 I也家裁庶務係 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ

｜司．会議 l 2 I ) 務課長
ム）

報（庶ろ－o6）広 広報（平成21 宮崎地方裁判所総
システム

宮判馬崎所地総方務裁課2009年 t出家裁庶務係
年） 務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－o5）給 給年）与 （平成2I 宮崎地方裁判所総
システム l宮判長崎所地総万務裁課2009年 t出家裁庶務係

与 務課長 2010年1月l日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 t也家裁庶務係 （組宮ろ－ 03) 裁 常日｛組平会委議成員2（会説l年明・録裁）） 判
宮崎地方裁判所総

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙
事務室（事 判長呂問所耳総！！h務~課誕

判会議 1 務課長 務室）

（統い一 01）裁 裁判統計（平成2 宮崎地方裁判所総
システム

I判長－＇｛崎所地総方務裁課2009年 地家裁庶務係
判統計 l年） 務課長

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（〕システ

判任の（人官免指い以1E外勤－ 0職2）員裁の 裁所の2判任の1官免指五~以】．定外勤Zの務（職裁平員判成 宮崎地方裁判所総
システム 宮崎地方裁

2009年 地家裁人引第一係 務の裁判所 務課長
2010年1月1日10年 2020.｛ド3YJ31日電子・紙 （システ 判所総務訓

ム） 長

2009年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 03）試 試年験）2 （平成21 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 事務室室（事 馬宮判崎所地総万務裁官開l
験 務課長 務）

2010年 I也家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 勤務時間報告書 宮崎地方裁判所総

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（ヨ： 判長昌岡所崎総U務3棺課

帳簿2 （平成22年） 務課長 庫－）
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司法行政文書ファイル符J＼日簿 (H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・収等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日lilJ 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類 中分類

（庶いー 04）文 文書（平成22 宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判畏崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

三E五主 年） 務課長
2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ一 09）庁 庁内管理（平成2 宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判長崎所地総方務裁課2010年 地家裁庶務係

内管理，当f!'( 2年） 務課長
2011年1月1日3年 2014午3月31日電子・紙 ム（）システ

（組い－ 02）訊l調停委員（平成2 宮崎地方裁判所総
シスァム 1判辱i｛附所地総万務裁課2010年 地家裁庶務係

停委員等 2年） 務課長 2011年l月l日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 07）能 能率（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判I手崎所地総方務裁課2010年 地家裁人事第二係

率 年） 務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日也子・紙 ム（）システ

（人ろー 08）研 研年修） （平成22 宮崎地方裁判所総 シスァム l宮判長崎所地総務方裁課2010年 地家裁人事第一係
修 務課長 2011年1111日5年 201G年3月31日w：子・紙 ム（）システ

（人い－ 04）人 裁の人判事官以評外価制の職度員に 宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁
2010年 地家裁人事第二係 2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ 判1~所総務課事評価 ｜対2す2年る例）規（平成 務課長

ム）

宮崎地方裁判所総 システム 7判毘：（附所地総方務裁課2011年 地家裁人事第一係 （人い－ 1 2）雑 雑（平成23年）
務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ一 05）給 給与（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判l会崎所地総万務裁課2011年 地家裁庶務係

与 年） 務課長 2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 08）少 少年年） （平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判辱崎所地総方務裁諜2011年 地家裁庶務係 年 務課長

2012年1月1日5年 2017年3rl31日 'i•li子・紙 ム（）システ

（人いー 03）試 試験（平成23 宮崎地方裁判所総 システム ll【？下悦長判；可f尚附州附附附刷附所t地断総也肪万務課
20日年 地家裁人事第一係

験 年） 務課長
2012年l月l日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2011年 地家裁人事第一係 帳（人事帳簿）人事 人簿（事平・帳休成簿暇2 承：~年銅（休）1暇） 
宮崎地方裁判所総

2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫 cm 判長品開所岨総ノ務ヨ寵課

簿3 務課長 日n
（庶ろ－ 15一 目的地方裁判所総 システム

長宮判崎所地総方務裁課2011年 地家裁庶務係 雑（平成23年） 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システA）雑 務課長
ム・書庫）

率（人いー 07)能 能率（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
1宮2崎所地総方務裁課20日年 地家裁人事第二係 年） 務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 02）儀 儀式年典礼（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
宮判昼崎所地総務方裁，部2011年 地家裁庶務係

式典礼 3 ) 務課長 2012年1rJ1日5年 2017年3rJ31日市子・紙 ム（）システ
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得作成年度・収等
分 ~H 

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 1未満f子了月日lH司 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、 Z邑 ...l-・J、当夜
ノ＼ I』士回 'I JJ士回

2011年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 特殊文書受付簿． 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 l宮判長所崎地総務方裁課

帳簿2 （平成23年 務課長 席）

（人ろ－ 1 1）服 服年）務 （平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総務万裁課2011年 地家裁人事第二係 2012年1月1日5年 • 2017年3月31日電子・紙 （システ

務 務課長
ム）

（人事帳簿）人事 税金｜則係（平成2宮崎地方裁判所総 システステム 符判長的所地総方務裁課2011年 地家裁人事第二係 2012年l月l日IO年 2022年3月31日電子・紙 （シ
帳簿 1 3年） 務課長 ム・書庫）

（庶ろ－ 03）会 会同年，会議（平成 宮崎地方裁判所総
システム

宮判居崎所地総方務裁課2011年 地家裁庶務係
同，会議 1 2 3 ) 務課長

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 09）分 分限，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総
シスァム

l宮判長崎所地総万務裁課2011年 地家裁人事第一係
限，懲戒 2 3 ) 務課長 2012年lJ'J1日5年 2017年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 調届成停2（委非3現年員主在3主庁）経（路平 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 l判辱呂町所瑠総h務双課

帳簿2 務課長 庫）

判補（人官．報のろ任酬免等0 ,1）転裁 裁補2判，3官報年酬）の任等免（，平転成 宮崎地方裁判所総
システム l宮判岳所崎地総万務裁課2011年 地家裁人事第二係

務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人いー 11 ）出 出張，年招集（平成 宮崎地方裁判所総
システム l宮辱判崎所地総方務課裁2012年 地家裁人事第一係

張，招集 2 4 ) 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁人事第一係
（人事帳簿）人事 人簿年事））帳（簿平成22（~JJJ 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 宮判長崎所地総方務裁課

帳簿2 務課長 庫）

2012年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与簿（職員） 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 l宮判長崎所地総万務裁課

帳簿2 （平成24年） 務課長 庫）

与（人い－ 05）給 宮崎地方裁判所総
システム

下判再f附所地総方務課裁2012年 地家裁人事第二係 給与（平成24年）
務課長

20日年1月1日10年 2023年3月31日屯子・紙 （シ書ステ庫〕
ム・

判l胡~人官い圭の日任補佐免0宰'1 ）転裁 裁補2判＇4官報年の）酬任等免（平．成転 宮崎地方裁判所総
システム 判昏昌帳所番問総且ノ務3耳課JC; 

2012年 地家裁人事第二係
務課長

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（〕システ

l判補（人官．ろの報任酬ー免等0 ,1 ）転裁 裁補2判，4宮報年〕の酬任等免（平，成転 7務？；附地方裁判所総
シスァム l宮判毎崎所地総万務裁r~日2012年 地家裁人事第二係

課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日千日子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 1 1）服 宮崎地方裁判所総
システム

宮判馬崎所地総万務課裁2012年 地家裁人事第二係
務

服務（平成24年）
務課長

2013年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
ム（シ・書ス庫テ〕
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作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

宮崎地方裁判所総
システム l宮長判崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 （組い一05）雑 雑（平成24年）

務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係 報（庶ろ一 06）広 広報（平成24 宮崎地方裁判所総
2ff13年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫 (11} 宮長判所崎地総方務裁課
年） 務課長 同t)

（人ろ－o5）給 給年）与 （平成24 宮務崎地方裁判所総
システムー

7判l;J吾附所I総也万務裁課
2012年 地家裁庶務係 与 課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶いー 04）文 年文）書 （平成24 宮崎地方裁判所総
システム

宮判居崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 ill 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 15- 宮崎地方裁判所総
システム

長宮判所崎地総方務裁課2012年 地家裁人~n第一係 雑（平成24年） 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
A）雑 務課長 ム．紙〕

（庶ろ一 06）広 広報（平成24 宮崎地方裁判所総
シスァム

l目判長的所総地方務裁課2012年 ．地家裁文害係
報 年） 務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人い－ 07）能 能率（平成24 宮崎地方裁判所総
シスァム

｜｜宮判唇崎所地総方務裁課2012年 地家裁人事第一係
率 年） 務課長

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 03）試 試験（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
事務室 C•J}l宮判長崎所地総方務裁課

験 年） 務課長 務室）

（人ろ一 08）研 研年）修 （平成24 宮崎地方裁判所総
システム

宮判長崎所地総万務裁課2012年 地家裁人事第一係
修 務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（組ろ一 04）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総 書庫（苦
宮崎地方裁 l当日9J~ti満の20保了1 3存年

2007年 地家裁庶務係 2008年1月1日6年 2014年3月31日電子・紙 判所総務課
法修習生 19年 務課長 庫）

~ 
01月01日

延1年長期間：

2003年 地家裁庶務係
（車Eい－ 0 1）キE組織年一般（平成 l宮崎地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙 事室務室（事｜宮判長崎所地総方務裁課
織一般 5 ) （地裁分） 務課長 務）

2003年 地家裁人:YH日一係
（組い－ 03）定 定員（平成 15 宮的地方裁判所総

2004年1月1日10年 2014年3月31日屯子・紙
事務室（＇Ji判｜宮唇所両地総方務裁課

員 年） （地裁分） 務課長 務室）

2004年 地家裁人事第一係 （組いー 03) 定年）員（家（平裁成分＼ 6
宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（記録 宮判長所崎地総務方裁課

務課長 席）
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得作成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満有了；Jij日mu 1呆のイ子種虫呆類1再三 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

給料控与附除得申者告書0）兼1米給l演

与特所別得者の配偶者
控除申告書

宮崎地方裁
（人事帳簿）人＊ 給与所特得者の住宅 宮崎地方裁判所総 i!} Jill （！？己録2003年度 地家政人事第二係

帳簿 1 取得等 別与控所除得申 務課長
2004年4月1日10年 2014年3月31日電子・紙

時）
判所総務課

告書， 給
長

必の扶養控除等申

告陪1書f宗（平務成令1〕5年

2004年 地家裁人・HID一係 （人い－ I 2）雑
雑（平成 I6年） 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3JJ31日電子・紙 1'H'lt c；己録 判昌喜隈所引総也務月読課疋
（地裁分） 務課長 廊）

2003年 地家裁人事第二係 率（人いー 07）能 能率（平成 l5 宮崎地方裁判所総
20041F I月1日IO年 2014年3月31日電子・紙

合同1（記録｜判I・：長・f附所総地方務裁課
年） （地裁分） 務課長 庫）

2001年 I也家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 公印簿（家（平成 I3 宮崎地方裁判所総

2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙
事務室（事 宮島判所崎地総方務裁課

帳簿 l 年） 裁分） 務課長 務室）

I 給~跡与平成事量（普分1 通16昇年給）） 宮判唇崎所地総万務裁課2004年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日IO年 2015年3月31日電子・紙 ー＇｝Jill（記録
帳簿 l 務課長 庫）

（組ろ－ 03）裁 裁（家（判平裁成官分会1】議5議年事）録 宮崎地方裁判所総 判呂馬問所砲総h務議課2003年 地家裁庶務係 2004年l月1日IO年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録

判官会議 l 務課長 庫）

（組ろ－ 03）裁 裁委~判平腕民官会成章量会議分1 ) 議事6録年（常）） 画 宮崎地方裁判所総 す？務指 C_!H宮崎地方裁
2004年 t曲家裁庶務係

判官会議 l 務課長 2005年l月1日10年 2015年3月31日電子・紙
務室）

判所総務課
長

2006年 I也家裁人事第一係
（人い一 09）分 分限，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日IO年 2017年3月31日電子・紙
書庫（：，If 判長昌R所苛R総E務h家課耳

限，懲戒 I 8 ) 務E課長 同0

2005年 地家裁庶務係
（組い－ 0I）組 組7織年）一般（平成 1 宮崎地方裁判所総

2006年1月1日IO年 2016年3月31日電子・紙
事務引 UH判馬呂問所耳総E務h裁諜

織一般 務課長 務室）

2005年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 税金関係（平成 l宮崎地方裁判所総

2006年4月1日IO年 2016年3月31日電子・紙
苫/1lI（苫 宮判烏崎所地総方務裁課

帳簿 1 7年度） 務献長 時）

200G年 地家裁人！Hill二係
（人い－ 06）恩 思年給） （平成 I8 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3)':)31日111子・紙
古川l（記録 I~日間所地総力務誠課

給 務課長 ！事）

2006年 地家裁庶務係 （庶いー05）雑 雑（平成 I8年）
宮崎地方裁判所総

2007年1月1日IO年 2017年3月31日電子・紙 事室務室（事 1長判4崎所地総方務裁課
務課長 務）
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作得成年度・収等
分実n

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 1ITT 什関： f米満千子了JV日-Jrli] 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2005年 地家裁人事第一係
（人い－o7）能 能率（平成 17 宮崎地方裁判所総

2006年l月l日10年 2016年3月31日屯子・紙
害賠（舎 判長民間所泡総務万誠部！

率 年） 務課長 庫）

2005年 I也家裁人事第一係
（人い一 07）服 服年）務 （平成 l7 宮崎地方裁判所総

2006年1月1日IO年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 判長呂問所且総！！h務課疏

務 務課長 庫）

（人い－ 03）試 試験（平成 19 宮崎地方裁判所総
システム 目的地万裁

2007年 t出家裁人事第一係
験 年） 務課長

2008年1月l日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（〕システ 判長所総務課

（組い一 02）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所地総方務裁課2007年 地家裁庶務係

法修習生 19年） 務課長 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人い－ 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判停崎所地総方務自調直2007年 t也家裁人＊第二係

害補償等 1 9年） 務課長
2008年1月l日IO年 2018年3月31日泣子・紙

ム（シ・書ス庫テ） 

2007年 地家裁人事第二係
（人いー 07）能 能率（平成 19 宮崎地方裁判所総

2008年l月1日IO年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 7判長.：•；附所地総方務裁謀

率 年） 務課長 庫）

（組ろ一 04）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮辱判崎所地総方務裁課2008年 地家裁庶務係

法修習生 20年） 務課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日屯子．・紙
シ（事ス務テ室ム）・

2008年 地家裁庶務係
（訟ろ－ 01）訟 年訟）務一般（平成20？主的地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ii品書nl!原・シ（害ステ 宮判長崎所地総万務問裁! 
務一般 務課長

（訟ろ－ 08）少 宮崎地方裁判所総 システム 1判長宮崎所I総凹万務裁波2008年 地家裁庶務係 年 少年（平成20年） 務課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2008年 I也家裁庶務係
（庶ろ－ 1 3）交

交際（平成20年）
宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3)J31日1・G子・紙
書庫（書 宮判長崎所地総方務裁．課

際 務課長 庫）

（庶ろー 15一 雑（平成20年） 0 宮崎地方裁判所総 システム
目判馬的所地総方務裁部2008年 地家裁庶務係 A）雑 A関係 務課長

2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2008年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 公印簿（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日30年 2039年3月31日電子・紙
事務室（事 判品開所刈総且ノ務ヨ棋課

帳簿 1 年） 務課長 務室）

2008年 地家裁人•H!nー係
（組ろ－ 07)定 定bl（平成20 向的地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3Ji31日1日子・紙
··l~Jili （ず？ ｜宮判唇所崎地総方務裁誠

員 年） 務課長 庫）

宮崎地方裁判所総 システム l宮判長崎所地総方務裁課2008年 t出家裁人事第一係 （人い－ 1 2）雑 雑（平成20午）
務課長 2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙 ム（）システ
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作得成年度・取等
分強1 名称

作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日lfiJ 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類）

2008年 地家裁人事第二係
帳（人事帳簿）人事 給与簿等（平成2 宮崎地方裁判所総

2009年l月l日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（苦 ｜宮長判崎所総地方務課裁

簿2 0年） 務課長 庫）

判補（人官いの却任酬－免等0 1) 裁
裁判官め｛壬免，転

宮崎地方裁判所総 事務務室 （事
｜宮両極方薮

2008年 I出家裁人事第二係 ，転 111i. 報年】酬等（平成 務課長
2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙

空） 判馬所総務課
20 

（庶ろ－ 03）会 会同，会議 1-2 目的地方裁判所総
システム 宮崎地方薮

2008年 地家裁庶務係 同，会議 1 （平成20年） 務課長
2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ 判辱所総務課

（人事帳簿）人事
人事帳簿2 （特別 宮崎地方裁判所総 書庫（書 判呂馬問所耳総！！}J務萩課

2008年 地家裁人事第一係 帳簿2 成勤務2報0告年等）） （平 務課長
2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙

日0

（人事帳簿）人事
｜入事帳簿2 （勤務 宮崎地方裁判所総 在庫（苦 判呂町所総.！t!!務h滅課

2008年 地家裁人＇.H!1iー係 帳簿2 時成間2報0年告〕~＇D （平 務課長
2009年1rJ1日5年 201'1年3月31日電子・紙

陣） 馬

2008年 地家裁人事第一係
率（人ろー 07）能 能率（平成20 宮崎地方裁判所総

2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫 cm 馬；判吋崎所地総方務裁課

年） 務課長 時）

宮崎地方裁判所総 書庫（苫 冨崎 1万務課裁
2009年 地家裁人事第一係 （組ろー 10）雑 雑（平成21年）

務課長
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙

rilO 
判所総
馬

（人い－ o3）試 試年験） （平成2I 宮崎地方裁判所総
シス子瓦

阜判呂岡所地総h務萩課
2009年 地家裁人事第一係 験 務課長

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第一係
（人ろー 15）出 出張年．招集（平成 宮崎地方裁判所総

2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙
:ti｝庫（吉 ｜判馬昌所間四総h務課間

張，招集 2 1 ) 務課長 庫）

（人い一 05）給 昇年格） （平成21 宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁

2009年 I也家裁人事第二係
与 務課長

2010年1n1日10年 2020年3)-j31日市子・紙 （システ I~所総務課
ム）

（人い－ 07)能 能率（平成21 宮崎地方裁判所総 システム
符判馬附所I総由万務裁課

2009年 地家裁人事第二係 率 年） 務課長
2010年l月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろー 05）給 昇格（平成21 宮崎地方裁判所総
システム l宮判長崎所地総方務裁課

2009年 地家裁人事第二係
与 年） 務課長

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人＂！ H第二係
（人事帳簿）人引 rJト年広高1域】1H異（動平手成当2支1給 ？目的地方裁判所総

2010年1rJ1日5年 2015年3FJ31日Hi:子・紙
：！？同t<m ｜判長富岡所町総務裁課

帳簿2 務課長 庫）

（訟ろ－ 08）少 少年（平成21 宮崎地方裁判所総
2010年l月l日

システム
：附易E岡所砲総h務萩課2009年 地家裁庶務係 年 年） 務課長

5年 20日年3月31日電子・紙 ム（〕システ
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f得乍日年又度.1t等文
分要員

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 f期呆千間長 保満存了j羽日間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

大分類 中分類 の種類

（組い－ 04）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総 シス子五
宮判長崎所地総方務裁課

2009年 t曲家裁庶務係 察審査会 2 1年） 務課長
2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

宮崎地方裁判所総
2020年3月31日

システム
！宮判忌所崎地総方務裁課2009年 地家裁庶務係 （組いー 05）雑 雑（平成21年）

務課長
2010年1月1日10年 電子・紙 （システ

ム）

雑2 （平成21 宮附地方裁判所総
システム 1ヨ的地方裁

2009年 t出家裁人事第一係 （人い－ 1 2）雑
年） 務課長

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 （システ 判所総務制
ム） 馬

（庶ろ一 05）文 文書2 （平成2I 宮崎地方裁判所総
システ五 ｜宮崎地方裁

2009年 地家裁庶務係 書 年） 務課長
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（〕システ 判所総務課

（人いー 07）能 能年率） （平成22 宮崎地方裁判所総 システム
判宮島両所直総方務裁ia! 2010{r I也家裁人・n第二係 率 務課長

20日年UJJ日10年 2021年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2010年 I出家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 委員別手当支給簿 宮崎地方裁判所総
20日年l月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書 1判馬E崎所地総方務裁課
簿2 （平成22年） 務課長 庫）

（人いー 05）給 昇給・昇絡（平成 宮崎地方裁判所総 システム 呂町地方裁
2010年 地家裁人事第二係 与 2 2年） 務課長

2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ 判馬所総務課

与（人ろ－ 05）給 昇給.｝／.絡（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判阜崎所地総方務裁部！2010年 地家裁人事第二係 2 2年） 務課長

2011年l月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人い一 09）分 分限年，懲戒（平成 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所地総方務裁課2010年 地家裁人事第一係 限，懲戒 2 2 ) 務課長

2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

｜判補仏官の却ろー任酬免等0 1 ) 裁
｜裁判官の任免，転

宮崎地方裁判所総 シスァム 宮崎地方裁
2010年 地家裁人＇H第一係 ．転 tlti. 年報〕酬等（平成 務課長 2011年υ羽田 5年 2016年3月31日1U子・紙

ム（シ・書ステI童〕 1：所総務課
2 2 

（人ろ－ 03）試 試年験） （平成22 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判吾崎所地総方務課裁2010年 t也家裁人事第一係 験 務課長

2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
ム・書庫〕

（人ろー 11 ）服 ！！日務（平成22 宮崎地方裁判所総 シス子五
邑｜判雨所砲総方務裁課

2010年 I出家裁人事第一係 務 年） 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

ム.il}Jit{) 

（車：11ろー 06）市td制作年委n等（平成 宮崎地方裁判所総 システム l宮判馬崎所地総万務裁誠201otrド 地家裁人~m-lJー係 停委員等 2 2 ) 務課長
2011年u=J1日5年 2016主f3月31日1世子・紙 （システ

ム）

（組ろー 07）定 定年）員 （平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判所崎地総方務裁課

2010年 地家裁人事第一係 員 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

ム〕 ｜馬
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作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保j羽存1r日 保満存了jg日1nn 保存刷本
保存場所 管理者 備考

大分類 中分類 の種類

（人い一 03）試 試年験） （平成22 宮崎地方裁判所総 システム ｜宮崎地方裁
2010年 地家裁人事第一係 験 務課長

2011年1月1日10年 2021 年3月31日電子・紙 ム（）システ l~fifr総務課
システム

宮崎地方裁
（車Hろ－ 0 '1）司 司法修習生（平成 宮崎地方裁判所総 （システ

2010年 地家裁庶務係 法修習生 2 2年） 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日屯子・紙

ム室】， 事務
判所総務課
長

（庶ろー 02）儀 儀式典礼（平成2 宮崎地方裁判所総 シス子L.
宮判馬崎所地総方務裁課

2010年 地家裁庶務係 式典礼 2年） 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

ム）

（庶ろ－ 03）会 協議結果（平成2 '11~•奇地方裁判所総 シス子五
宮判長両所理総方務裁課

2010年 地家裁庶務係 同，会議2 2年） 務課長
2011年1月1日3年 2014年3月 ~1 日 電子・紙 ム（）システ

（組ろ－ 02）事 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総 システ五
宮判馬崎所地総万務裁課

2010年 地家裁庶務係 務分配等 2 2年） 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（〕システ

判（人官以い－ 02) 裁
裁所の1判任のiE)官免指以定，外勤（平の務職裁成員判2 

システム 宮月崎I地方裁外の~il£日の ・:ts崎地方裁判所総
20日年 t也家裁人事第一係

任の免指，定勤務裁判所 務課長
2012年1月l日10年 2022年3月31日？日子・紙 （システ 判総務部！

ム） 長

2011年 I也家裁人事第一係
（人ろー 12）人 人事記録（平成2 宮崎地方裁判所総

2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 宮判巨崎所地総方務裁課

IH記録 3年） 務課長 時）

2011年度 地家裁庶務係
（人事帳簿）人引 旅行命令前（平成 川崎地方裁判所総

2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙
-&w c』 ｜宮判島崎所地総万務裁課

帳簿3 2 3年度） 務課長 庫）

（訟ろ－ 0 1）訟 訟務一般（平成2 宮崎地方裁判所総 システム r宮判5崎所地総方務裁課201 l年 I也家裁庶務係 務一般 3年） 務課長
2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

l判補w官幸の司任酬－免筈0I1）転裁 夜補R司·~向尼隼報の】酬任等免（． 転 宮崎地方裁判所総 システム l宮判再崎所地総万務課誠2011年 地家裁人事第二係 平成
務課長

2012年1月1日10午 2022年3月31日電子・紙 （システ
2~ ム〕

与（人ろ－ 05）給 昇給・昇給（平成 宮崎地方裁判所総 シス子五 i判馬呂町所咽総h務裁課2011年 I出家裁人事第二係 2 3年） 務課長
2012年！月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

ム）

（人い一 09）分 分｜浪，年懲戒（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判所崎地総万務課裁

2012年 I曲家裁人事第一係 限，懲戒 2 '1 ) 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

｜昆

宮崎地方裁判所総 シスァム
宮判馬所崎地総方務裁課2012年 地家裁人lHW・－係 （人いー 12）雑 雑（平成2'1年）

務課長
2013年1月1日I ()if: 2023年3J'J31日屯子・紙 ム（）システ

2012年 地家政人事第一係 同判補人官の却ろ任醐免筈0 I I ）転裁 裁補2判，4官報年1の酬任等免（．平転成 宮崎地方裁判所総
20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫（書 ｜宮判昆崎所地総方務裁課
務課長 庫）
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作得成年度・収等
分抱！！ 名称

作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了w日mu 保の存種媒類体、 保存場所 管理者 備考，、．‘~ 中分組 （小分類）ノ＼.JJ ＊~ 

（人ろ一 03）試 試年験） （平成24 宮崎地方裁判所総 書庫（書
宮崎地方裁

2012年 地家裁人事第一係
験 務課長

20日年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙
庫） 内馬lj所総務課

（組い一 03）定 定員（平成24 宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁

2012年 地家裁人事第一係
L=i 年） 務，深長

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ l~ji[J総務課
ム）

（組ろ－ 06）訓 調停委員等（平成 目的地方裁判所総 書flji ({I~ 目的地方裁

2012年 地家裁人事第一係 停委員等 2 '1年） 務課長
2013年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙

庫） 自所総務課

帳（人事帳簿）人事 税金関係（平成2 宮崎地方裁判所総 システム 判邑所町四総ノ務ヨ祇課
2012年 地家裁人事第二係 簿 1 4年） 務課長

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙
（システFl1lO ム・；！？ 厄

（人いー 06）災 災当補償等（平成 宮崎地方裁判所総 システム l宮判辱崎所地総域務課2012年 地家裁人事第二係 害補償等 2 4年） 務課長
2013年lJ:J 1日10年 2023年3fJ31日'1'11子・紙

ム（シ・書ステ庫）

（人ろ－ 07）能 宮崎地方裁判所総 シスチL
白｜岳醜譲2012年 地家裁人事第二係 率

能率（平成24年）
務課長

20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
ム・書庫〕

（組いー 04）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総
シスァヱよ l宮判辱所崎地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 ？主審：tr会 2 ，，年） 務課長

20.13年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ一o:n会 会IiiJ，年会議（平成 出的地方裁判所総
システL

｜｜｜判長自所問m総務h或課
2012年 地家裁庶務係 同，会議 1 2 '1 ) 務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

判lト（組所管のろ設直言立灰0，世1）廃筈裁 裁判所の表区4立域年；） 等 宮崎地方裁判所総 書庫（：！； l判馬E問所m総h務裁課2012年 地家裁庶務係 止（．平管成轄2 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙

庫）

宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判再崎所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 （庶いー 05）雑 雑（平成24年）

務課長
2013年Ifjl日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

ム）

務（訟ろ－ 01）訟 宮崎地方裁判所総 システム
｜測判馬所地総方務裁課2012年 地家裁庶務係 一般

訟務一般 務課長
20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 1 1) m~ 服務年一般（平成2 宮崎地方裁判所総 システム 邑問砲/J寂

2012年 地家裁文書係 手話 4 ) 務課長
2013年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ 判所総務課

（組い－ 0 1）制l組織一般（平成 1 目的地方裁判所総 事務室（’・H判馬gilt&}所t総A務裁E深2003年 地家裁庶務係 2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
織一般 5年）（家裁分） 務課長 務室）

2004年 地家裁庶務係
（統いー 01）裁 裁判統計（平成 l宮崎地方裁判所総

2005年l月1日10年 2015年3月31日電子・紙
事務室（事 宮判ε崎所地総方務裁課

判統計 6年） （家裁分） 務課長 務室）
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得作成年度・取等
分数 名称

作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考． ，、．‘三二 中分類 （小分類）ノ＼..lJ大関

2003年 地家裁人事第二係
（人い－ 05）給 給与（平成 15 宮崎地方裁判所総

2004年l月l日IO年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録 判岳宮崎所地総方務課裁

与 年） （地裁分） 務課長 庫）

2004年 地家裁人事第二係
（人い一 05）給 給年与（平成 16 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書店（記録

与 ）（家裁分） 務課長 fill) 

雑（平成 15年） 宮崎地方裁判所総 吉Jill（記録
｜沼崎地方裁

2003年 地家裁人事第一係 （人い一 12）雑 （地裁分） 務課長
2004年1月！日 IO年 2014年3月31日電子・紙

庫） 判馬所総務課

雑（平成 I5年） 宮崎地方裁判所総 書庫（記録
宮崎地方裁

2003年 地家裁人事第一係 （人いー 12）雑 （家裁分） 務課長
2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙

庫）
平IJ所総務課

2003年 地家裁人工作第一係
（人ろ－ l 4）栄 栄成4凶興15（表年）彰）（地（平裁 宮崎地方裁判所総

2004年1月l日10年 2014年3月31日電子・紙
苫庫（記録｜宮判馬崎所地総方務裁説

典 務課長 庫）

2004年 地家裁人事第二係
（人い一 07）能 能年率）（家（平裁成分1)6 

宮崎地方裁判所総
2005年1月l日10年 2015年3月31日市子・紙

書庫（記録1・：，判馬f崎所地総方務裁課
率 務課長 庫）

（人事帳簿）人事l住f宗（民平務税成令1】特5別年徴度収） 
宮崎地方裁判所総 書庫（記録

宮崎地方裁
2003年度 地家裁人事第二係 中長？奇 l 務課長

2004年4月1日10年 2014年3月31日電子・紙 同｛） 1：所総務課

事簿成分務10（記昭6録和年帳）6簿？家保～裁存平 目的地方裁
帳（庶務帳簿）庶務 宮崎地方裁判所総 書庫（？？

1985年 地家裁庶務係 簿 1 務課長
1986年1月1日30年 2016年3月31日電子・紙

庫）
判所総務課
長

2003年皮 地家裁人~H第二係
（人事帳簿）人事 ｜給収t的与摂所~得t平th成の裁源伶1 泉】5徴年

宮崎地方裁判所総
2004年4月l日10年 2014年31-131日屯子・紙

書/lll（記録l宮判信崎所地総方務裁謙
帳簿 1 務課長 庫）

2004年 地家裁庶務係 ~組官ろ一 03）裁 裁f家（判平主官成置分会＼議6議年）事録 宮崎地方裁判所総
2005年1月1日10年 20日年3月31日電子・紙

書庫（記録I~判馬；寓ヰ禍附所地総務課
判会議 l 務課長 庫）

2004年 地家裁庶務係
（組ろ一 03）裁 常f家（置平主委成昔令員1】会6議年）事録 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（記録｜判思冨岡所瑠総h務誠課

判官会議 l 務課長 ldO 

修（人い一 08）研 研修（平成 18 目的地方裁判所総 11~11n c ;1} ｜宮崎 寂

2006年 地家裁人事第一係 年） 務課長
2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙

庫） l~fifr総務課

2006年 地家裁庶務係
法（組い－ 02）司 司法修年習生（平成 宮崎地方裁判所総

20071下1月l日10年 2017年3月31日電子・紙 事務室室 （事｜宮判馬崎所地総域務課
修習生 1 8 ) 務課長 務）

2005年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 4）栄 叙位・叙勲・褒章 宮崎地方裁判所総

2006年1月1日10年 2016年3月31日・m子・紙
書庫 C!} ’判呂所町総I也万務裁課

典 （平成 17年） 務課長 庫） 馬
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司法行政文mファイル管理簿.(H24. 12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日
保存 保満存了則日間 保の存積媒類体 保存場所 管理者 備考

大分類 中介類 期間

（人ろ－ 1 4）栄 表年）彰 （平成 17 宮崎地方裁判所総 書庫（書 日間Z也万誠

2005年 地家裁人事第一係 典 務課長
2006年1月1日IO年 2016年3月31日電子・紙

庫） I~所総務課 、

2006年 I也家裁人事第一係
（人ろ－ I 4）栄 栄典（表年彰） （平 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 l宮判長崎所地総方務裁課

典 成 18 ) 務課長 ！事）

2005年 地家裁庶務係
（庶い－ 04）文 文書（平成 I7 ？：（崎地方裁判所総

2006年l月1日IO年 2016年3月31日電子・紙
事務室 CIH｜｜｜日馬判所附地総方務銀課

書 年） 務課長 務室）

2006年 I也家裁人事第二係 判前：官人いの却任酬免等0 .1 ）転裁 夜補1判＇s官報年可酬】在等予宅r平1成15 宮崎地方裁判所総
2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙

書庫（記録｜宮判長崎所地総方務裁課
務課長 庫）

2005年 地家裁人！H!.f1ー係
（組いー 02）調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総

2006年1月1日IO年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 ［宮判馬崎所I総 同務，己~

停委員等 I 7年） 務課長 庫）

行（組官い一 02）執 執行官（平成 I7 宮崎地方裁判所総 書庫（書
g附地方裁

2005年 地家裁人事第一係 年） 務課長 2006年1月1日IO年 2016年3月31日屯子・紙
庫） l官所総務課

2006年 地家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 公年）印簿（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日30｛ド 2037年3月31日'7U:子・紙
事務室（事問｜長判主的所百総万務夜課

中長？事 I 務課長 務室）

（庶ろ－ 0 1）公 目的地方裁判所総
吾庫（喜 l宮判馬崎所地総方務調裁~ 2008年 地家裁庶務係 ~n 

公印（平成20年） 務課長
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 庫ム〕・システ

判任の〔免人官指以定い，－ 0職2）員裁の 夜所の判のi壬官免指政定．界!VJ~め職員 システム 宮崎地方裁
務裁判 宮崎地方裁判所総

2008年 I也家裁人事第一係 外勤務の裁判所
l所年〕の 平成20務課長

2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課
ム） 長

（人いー 03）試 宮崎地方裁判所総 システ五 酔認2008年 地家裁人事第一係 験
試験（平成20年） 務課長

2009年1月1日10年 2019年3月31日;u子・紙 ム（）システ

（人ろ一0職2）員裁の i裁の判任官免以，外勤め務職裁員判 宮崎地方裁
判官以外の 宮崎地方裁判所総 書庫（書

2008年 t也家裁人・H!fiー係
任の免指，官勤務裁判所 ｜所隼】の指定（平成20務課長

2009年1月1日5年 201'1年3月31日・m子・紙 庫）
判所総務泌
長

2008年 I也家裁人事第二係
（人ろー 06）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総

2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録

同時川Z音l崎pfr地総方務裁課
職手当 0年） 務課長 庫）

（人事帳簿）人事 勤務日寺間報告·；！~ 宮崎地方裁判所総 書庫（書 宮崎地方裁
2008年 地家裁人~Htf~·二係 帳簿2 （平成20年） 務課長 2009年lJ"'JI日5年 2014年3J=J31日'i＇日子・紙 庫）

判所総務課
｜馬

2008年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 広関ほt:.)域書真（覇平手成当2支0給 宮崎地方裁判所総

2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 I＇／判辱d附所地総方務制裁

帳簿2 務課長 庫）

39ページ



, マ

司法行政文計ファイル符型！！？存 (H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・収等
ラ士委員 名称

作成・取得者 起算日
保存 保満千五了月日j問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、皿~

中分類 （小分類） 期間ノ＼.JI二全国

（人ろ－ 20一 雑2 （平成20 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判刷所総方務議課

2008年 地家裁人事第一係 A）雑 年） 務課長
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

ム） 再

2008年 地家裁人事第一係
（人事帳簿）人事l入勤成事務2帳命0簿令年簿）2／超（過平

宮崎地方裁判所総
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙

書庫 u~ 宮｜判馬爾所璃総方務薮課
帳簿2 務課長 時）

（統ろ－ 08- 宮崎地方裁判所総
システム

目判辱的所地総方務裁課
2008年 地家裁庶務係 A）雑

雑（平成20年）
務課長

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2008年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 職員別給与簿（平 宮崎地方裁判所総

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録 判邑問所地総i刀務双課

帳簿2 成20年） 務課長 庫） l手

（人い－ 07)IHt 服年務） （平成21 宮崎地方裁判所総 システム
判島昌問所砲総務}J或課

2009年 t也家裁人＇H第一係 務 務課長
2010年l）~ 1日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第二係
（人ろ－ 06）災 災当補償等（平成 宮崎地方裁判所総

2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書店（，！？ 目判馬的所地総方務裁課

害補償等 2 1年） 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 特別勤務報告等 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書店（：；＇｝ 宮判再両所国総方務薮課

帳簿2 （平成2l年） 務課長 同I)

（訟ろ－ 0 6) TftJ 刑.！.HC平成2I 宮崎地方裁判所総
シス子五

宮判馬両所南総方務薮課
2009年 地家裁庶務係 事 年） 務課長

2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2009年 地家裁庶務係
（庶ろ－ 0 l）公 公印（平成2I 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙
書時 e;-1} ｜判喜呂所問m総h務夜課

En 年） 務課長 庫）

（組ろー 08）検 検奴審査会（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁謀

2009年 地家裁庶務係 察審査会 2 1年） 務課長
2010年1月1日5年 2015年3J-J31日屯子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁庶務係
（庶ろ－ I 5ー 雑（平成21年）

宮崎地方裁判所総
2010年l月1日5年 20日年3月31日電子・紙 書ldi（ぜ？ ｜宮判長崎所総四務課

A）雑 務課長 時）

（人ろ－ 20- 雑年）2 （平成21 宮崎地方裁判所総 システム
宮判崎所地総方務裁課

2009年 地家裁人事第一係 A）雑 務課長
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 08）附 研修2 （平成21 ＇：：？：日崎地方裁判所総 シス子五 i宮判長崎所地総方務裁，課2009年 地家裁人事第一係 修 年） 務課長
2010年I):J I日5年 2015年3PJ31日屯子・紙 ム（）システ

（人い－o5）給 給与（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
宮判所崎地総方務裁課

2010年 地家裁人事第二係
与 年） 務課長

2011年l月1日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ
ム） ｜居
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司法行政文書ファイル官主H~奇（H24.12.31 までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類 名称

作成・取得者 起算日 ｛期~存間 保存則lnJ 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類

r骨可，、回

（小分類） 満了日τ JJ -I:日

｜判補同官の却酬任免等0 tl）転裁
裁判官の任免，転

宮崎地方裁判所総 システム
百判所町氾総万務課裁

2010年 地家裁人事第二係 補， 報年〕酬等（平成 務課長
2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

2 2 ム） ｜馬

（人ろ一 05）給 給与（平成22 宮崎地方裁判所総 シス子L. 宮崎地方裁
2010年 地家裁人事第二係

与 年） 務課長
2011午1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課

． ム・君臨〕 ｜馬

（人ろ－ 06）退 巡峨手当（平成2 'flI的地方裁判所総
システム

自判所附地総方務課裁
2010年 地家裁人事第二係 職手当 2年） 務課長

2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
ム） ！馬

（人ろ一 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総
シス子五 宮判~崎所地総方務裁課

2010年 地家裁人事第二係 害補償等 2 2年） 務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ－ 07)能 能年）率 （平成22 宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地万裁
2010年 地家裁人1-JVi'fi二係

率 務課長
2011年1月1日5年 201G年3J~J31日'il.l子・紙 ム（）システ 判I~所総務課

2010年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 超過勤務命令簿 宮崎地方裁判所総

20111f 1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書店 Ci!} E判長f耐所耳総E方務薮課

帳簿2 （平成22年） 務課長 庫）

2010年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 特別勤務報告等 宮務崎地方裁判所総 2011 iド1月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫 c::•t 宮判所崎地総方務裁課
帳簿2 （平成22年） 課長 賄）

再

2010年 地家裁人事第一係
（人事帳簿）人＇H簿年人事〕3帳（薄平成22（出2勤 目的地方裁判所総

20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書wcm l判島E所岡Z総E力務裁課

帳簿2 務課長 庫）

（人い一 07）服 服年務） （平成22 宮崎地方裁判所総
システム

｜宮判吾崎所地総方務課裁2010年 地家裁人事第一係 務 務課長
20日年1月！日 10年 2021年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（人事帳簿）人事
｜入事帳簿3 （休H霞

宮崎地方裁判所総 書庫（手？
邑町工巴ノヨ誠

2010年 地家裁人~jぽjー係
帳簿3 問（平・休成日~承2 認年防）l'i) 務課長

20日年1月1日3年 2014年3)131日沿子・紙
庫）

判所総務課
｜馬

（人ろ－ 08）研 研修（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
目ドドIJ的所地総方務裁謀

2010年 地家裁人事第一係 修 年） 務課長
2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙

ム（シ・書ステ臨〕 ｜馬

（人ろ一 09）分 分限年．懲戒（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判崎所地総方務裁課

2010年 地家裁人事第一係 限，懲戒 2 2 ) 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

ム〕 信

行（制官1 ろ-0 5) 執 執年行）官（平成22 宮務崎地方裁判所総
システ五 百判所陶総工包万務裁課

2010年 地家裁人~HIDー係 課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日'ilf子・紙 （システ

ム・書店〕 ｜辱

行（組官ろ－o5) 執 執年行）官（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
判居百所聞耳総E万務裁課2010年 地家裁庶務係 務課長 2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

ム・書閣〕
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司法行政文古ファイル管型Hr事 (H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年 ・取
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 ｛呆満千子了JU日JllU 保存媒体
保存場所 管理者 備考

度等 大分類 中分組 の種類

（庶ろ－ 05）文 文書（平成22 宮崎地方裁判所総 システム I！宮摘判馬崎所地総務諜2010年 地家裁庶務係 書 年） 務課長
2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－o7)家 家事（平成22 宮崎地方裁判所総 シスチZ 吉岡地力裁
2010年 地家裁庶務係 ヨ3 年） 務調長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ ｜官所総務課
ム）

（人事帳簿）人！H旅行命令簿（平成 日附地方裁判所総 古Jill（書
宮崎地方裁

2010年度 地家裁庶務係 帳簿3 22年度） 務課長
2011年4月l日3年 2014年3月31日屯子・紙

庫） I~所総務課

（人ろ一 03）試 試験（平成22 宮崎地方裁判所総 システ五 自臨書2010年 地家裁人事第一係 験 年） 務課長
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

2011年 地家裁人~Mn·ー係
（車Eろ－ 05）執 執年行）官（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（古 l宮判馬崎所地総方務裁課

行官 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第一係 停（組委ろ－ 06) 調 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総
2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙

:jlJ同i（－；~｝ 宮判易崎所地総務万課裁
員等 2 3年） 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第一係
（人ろー 16）人 人事報告（平成2 宮崎地方裁判所総

2012年1月l日5年 2017年3月31日 ~·Ii子・紙
書庫（諮 l宮馬判所崎地総務方裁課

事報告 3年） 務z課長 時）

（組ろ－ 06）調 調停委n等（平成 宮的地方裁判所総
システム l宮判再所崎地総方務裁課20日年 地家裁庶務係 停委員等 2 3年） 務課長

2012年1月1日5年 2017年3月 ~1 日 電子・紙 ム（）システ

（組ろ－o2）事 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総
システム 宮崎地方裁

20日年 地家裁庶務係 務分配等 2 3年） 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ ｜判再所総務課

（人いー 06）災 災害補年償等（平成 宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判再崎所地総方務裁課2011年 地家裁人事m二係 害補償等 2 3 ) 務課長

2012年1月1日10年 2022年3J=J31日・.n子・紙 （システ
ム）

20日年 地家裁庶務係
（庶ろ－ 01）公 公印（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月！日 5年 2017年3月31日電子・紙
事務室（事医事l馬~崎所地総方務薮課

EfJ 年） 務課長 務室）

（人ろ－ 05）給 給与（平成23 宮崎地方裁判所総 システム 宮判所崎地総方務裁課
20日年 地家裁人事第二係

与 年） 務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

ム・五I｝同n11~ 

（統ろ－ 08一 官附地方裁判所総 システム 百判附所I総也万務裁課
2011年 地家裁庶務係 A）雑

雑（平成23年）
務課長

2012年1J:J I日5年 2017年3JJ31日m子・紙 （システ
ム） ｜馬

（人いー 07）能 能率（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
馬判自岡所地総万務裁課2011年 地家裁人事第一係 率 年） 務課長

2012年l月l日10年 2022年3月31日電子・紙 （システ
ム）
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作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了JP日・mu 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

（庶ろ－ 1 1）図 図書（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
判長呂町所地総務ノヨ班課2011年 地家裁庶務係 2012年l月l日3年 2015年3月31日電子・紙 （システ書 年） 務課長

ム〕

2011年 地家裁人事第二係
（人ろ－ 20-

雑（平成23年）
宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日屯子・紙
書庫 C1f 判品隠間所四総ノ務ヨ詔課

A）雑 務課長 Jill) 

（人い－ 07)服 J財務（平成24 ；目的地方裁判所総
システム

1・1判碍州所総万務裁課2012年 地家裁人事第一係 2013年l月1日10年 2023年3月31日屯子・紙 （システ務 年） 務課長
ム）

（人い－o8）研 研修（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
：宮判『長崎所地総方務裁謀2012年 t出家裁人事第一係

修 年） 務課長 2013年1月1日10年 2023年3月31日屯子・紙 ム（）システ

（人い－ I 0）公 公平（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所地総方務裁課2012年 地家裁人・HWー係 平 年） 務課長

2013年1J-j 1日10年 2023年3FJ31日屯子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁人~H第一係
（人ろ－ 08）研 研修（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙
書Jlti（苫 i沼判馬崎所地総方務裁課

修 年） 務課長 庫）

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 0）公 公平（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙
書庫（書 ｜宮判長崎所地総方務裁課

平 年） 務課長 時．）

2012年 地家裁人事第一係
（人ろー 1'1 ）栄 栄典（平成24 1間的地方裁判所総

2013年1月1日10年 2023年3月31日7日子・紙
言？庫 U} ｜宮判島崎所地総万務裁課

典 年） 務課長 庫）

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20一

雑（平成24年）
宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日範子・紙 書庫（1空 沼判毘崎所地総方務裁課
A）雑 務課長 庫）

（人い－ 03）試 試験（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
長宮判崎所地総万務裁1課2012年 地家裁人ーu~mー係 2013年lrJ1日10年 2023年3)J31日~li子・紙 （システE食 年） 務課長

ム）

（人ろ－ 20- 宮崎地方裁判所総 システム
，・：，判J；茎f附所I総也万務裁課2012年 地家裁人事第二係 B）雑 雑（平成24年） 務課長 2013年l月1日1年 2014年3月31日電子・紙 （システ

ム・書庫）

2012年 t也家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 超過勤務命令簿 宮崎地方裁判所総

2013年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（丹 判呂長所問羽総h務裁課

帳簿2 （平成24年） 務課長 庫）

（組いー 01）組 組織一般（平成2 目的地方裁判所総 システム
宮判馬崎所地総万務裁I~ 2012年 地家裁庶務係

織一般 4年） 務課長 2013年1月1日10年 2023年3rl31日活子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係 （庶ろー 15一 雑（平成24年） 宮崎地方裁判所総
2013年l月1日l年 2014年3月31日電子・紙

書庫（脅 判馬邑町所耳総目刀務調課
B）雑 0 A関係 務課長 庫）
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作得成年度・収等
分委員

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保WJ存間－ 
｛米満作了J9日j間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 。itt考

大分類 中分類

2012年 I出家裁庶務係
（庶務帳簿）庶務 当直文苫受年付簿 宮崎地方裁判所総

20日年l月l日3年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 宮判馬所崎地総方務裁課

帳簿2 （平成24 ) 務課長 庫）

2012年 地家裁庶務係 帳（庶務帳簿）庶務 特殊文書受付年簿 宮崎地方裁判所総
2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙

書！車（書 宮長判崎所地総方務裁諌
簿2 （平成24 ) 務課長 同0

（統ろ－ 08一 ？ヨ；崎地方裁判所総
システム

目判岳的所地総方務諜裁2012年 地家裁庶務係 A）雑
雑（平成24年）

務課長
20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係
（組ろ一 04）司 司法修年習生（平成 宮崎地方裁判所総

20.13年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 宮判馬崎所地総万務裁課

法修習生 2 4 ) 務課長 庫）

2012年 地家裁庶務係
（組ろ－ 09）沿 沿年）革誌（平成24 宮崎地方裁判所総

20日年1J-J 1日5年 2018年3月31日電子・紙
事務室 C'H判辱邑所問耳総El務3班制

革誌 務課長 務室）

（訟ろ一 0g）弁 弁護士（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
目判長的所地総方務課裁2012年 地家裁庶務係

護士 年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （シ書ス庫テ〕

ム・

（庶ろ－ 15- 宮崎地方裁判所総 システム
判昼B所岡地総h務滅調2012年 地家裁人事第一係

A）雑
（雑平成24年）

務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

ム．紙〕

護（士訟ろ－ 09) 弁 弁年）護士（平成24 宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判長所崎地総方務裁課2012年 地家裁文書係 務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（庶ろ一 15- 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所t総四万務裁課2012年 地家裁文ffj係

B）雑
雑（平成24年） 務課長 20日年1月l日l年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 15一 雑（平成24年） 宮崎地方裁判所総 システム l宮判唇崎所地総方務裁調2012年 地家裁文書係
B）雑 0 A関係 務課長

2013年1月1日1年 2014年3~J31 日 電子・紙 ム（）システ

宮崎地方裁判所総 システム E判再f附所地総方務裁課2012年 地家裁人事第二係 （人いー 12）雑 新t 務課長
2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

ム・書庫）

2004年 I出家裁人事第一係 （組．いー 05）雑
雑（平成 16年） 宮崎地方裁判所総

2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙 事務室（事 判』昌菩罰所事総崎旦ノ務J課認定
（！也裁分） 務課長 務室）

2004年 I也家裁人事mー係 （人いι12）雑 雑 （平裁成 16年） 宮崎地方裁判所総
2005年1月1日10年 2015年3J'J31日屯子・紙

古川｛ （記録｜判長品防所司王総由ノ務：3衷課!( 

（家分） 務課長 庫）

2003年 地家裁人事第二係
（人いー 07）能 能率（平成 I5 宮崎地方裁判所総

2004年l月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（記録l宮判長崎所地総万務課裁

率 年）（家裁分） 務課長 庫）
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得作成年度・取等
分知可

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了JV日1問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2004年度 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 源成鎧泉分1〕徴6収年泉度等）（家（平 宮崎地方裁判所総
2005年4月l日IO年 2015年3月31日電子・紙

書庫（記録 宮判·~崎所地総方務諸裁！ 
簿 l 務課長 庫）

判（官人以い外－の0職2）員裁の 裁の判任免官以・勤外務の職裁判員 'E｛崎地方裁判所総 ~＇~時（記録
宮崎地方裁

2004年 t出家裁人事第一係
任の免指，宗勤務裁判所 所6年の指）定（家裁（平分成） I 

務課長
2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙 庫）

判所総務課
長

2006年 I出家裁人事第一係
（人い－ 03）試 試験（平成 18 宮崎地方裁判所総

2007年1月l日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（害 宮判lt所崎地総務方裁課

験 年） 務課長 ！市）

2006年 地家裁人事第一係
（人い－o7) II日llfii務（平成 18 常的地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
当局｛（丹 宮判長崎所地総万務裁課

務 年） 務課長 庫）

2006年 I也家裁人事第二係
（人いー 06）退 退職手当（平成 1宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（記録｜日判毘崎所地総方務制裁

職手当 8年） 務課長 庫）

2006年 i也家裁人事第二係
（人い－ 06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（記録l宮判隠崎所地総方務裁~ 

：！？補償等 l 8年） 務課長 時）

2005年 地家裁人事第一係 （人い－ 1 2）雑 雑（平成 17年）
宮崎地方裁判所総

2006年1月l日10年 2016年3月31日電子・紙
；＇｝賄（~！｝ l判長附所総務裁課務課長 庫）

2005年 I也家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 支給調書関係（平 宮崎地方裁判所総
2006年1月l日10年 2016年3月31日電子・紙

書庫（害 宮判l香崎所地総万務裁課
簿 1 成 I7年） 務課長 庫）

（人い一 07)服 服年務） （平成 I9 宮崎地方裁判所総 システム
宮判馬崎所地総方務裁品目2007年 I出家裁人事第二係

務 務課長
2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろー I4）栄 栄典（平成 l9 宮崎地方裁判所総 システム
7判長司崎所地総方務裁課2007年 地家裁人事第二係 典 年） 務課長

2008年1月1日IO年 2018年3月31日電子・紙 （システ
ム・書庫）

（組ろー 08）検 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総 シスァム
；宮判馬所崎地総方務裁課2008年 I也家裁庶務係

察審査会 20年） 務課長
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 00）弁 弁護士（平成20 目的地方裁判所総 システム
宮馬判崎所地総万務裁部~2008年 地家裁庶務係

護士 年） 務課長
2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 03）会 会同，会議（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判馬崎所地総万務裁課2008年 I出家裁庶務係 同，会議 1 20年） 務課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろー 15一 宮崎地方裁判所総 システム
判呂停町所Z総l!!)J務祇課2008年 t也家裁庶務係 A）雑 雑（平成20年）

務課長 2009年1111日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ
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作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期呆千間五 1~H満？了日 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中，、且

ノj -KR 

行（車官fl い-o 2) 執 執行官（平成20 宮崎地方裁判所総 システム
宮判岳所崎地総方務裁課2008年 t曲家裁庶務係

年） 務課長
2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2008年 地家裁人事第一係
（人ろ一 16）人 人0年事）報告（平成2 務宮崎地方裁判所総 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙

書庫（書 ｜｜宮判馬崎所地総方務裁課
事報告 課長 mo 
（人い－ 05）給 昇格（平成20 ；守崎地方裁判所総 ~If庫（：！？

宮崎地方裁
2008年 t出家裁人事第二係

与 年） 務課長
2009年1月l日IO年 2019年3月31日電子・紙

庫） l判唇所総務課

与（人い一 05）給 給与（平成20 宮崎地方裁判所総 システム 宮判崎所地総方務裁課
2008年 地家裁人事第二係 2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙 （シス書テ店）年） 務課長

ム・ l三

（人ろー 03）試 試年験）2 （平成20 宮崎地方裁判所総 シスァム l宮判長崎所地総務方裁課2008年 地家裁人事第一係
験 務課長

2009年1月1日5年 20H年3月31日屯子・紙 （システ
ム・書簡）

（統い一 01）裁 裁判統計（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
宮判昂崎所地総万務裁課2008年 地家裁庶務係 判統計 0年） 務課長

2009年1月1日IO年 2019年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 08）少 少年）年2 （平成20 宮崎地方裁判所総 システム l宮判馬所崎地総務万裁課2008年 地家裁庶務係
年 務課長

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁人事第一係
（事Hろ－ 06）調 i淵｛守委u等（平成 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
i1HOI ()1~ 宮判停崎所地総方務課裁

停委員等 2 1年） 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 4）栄 栄典（平成2I 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日IO年 2020年3月31日電子・紙
書庫 (11} 宮判岳崎所地総方務裁課

典 年） 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20一

雑（平成21年）
宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日'ill子・紙
書庫 c空 ｜宮判長所崎地総方務裁6課

A）雑 務課長 庫）

2009年 地家裁人事第二係 与（人ろ－ 05）給 給年）与 （平成21 宮崎地方裁判所総
2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙

書庫（書 判持判的所地総方務裁課
務課長 庫）

2009年 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与年簿等（平成2 宮崎地方裁判所総

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（苦 宮判所崎地総方務裁課

帳簿2 務課長 時） i手

宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判居所崎地総方務裁課2009年 地家裁庶務係 （庶いー 05）雑 雑（平成21年）

務課長
2010fド1月l日10年 2020年3月31日電子・紙 ム（）システ

2009年 地家裁庶務係
（庶ろ一 13）交 交年際） （平成2I 宮務崎地方裁判所総 2010年1月l日5年 2015年3月31日電子・紙

＊庫（書 l判辱呂町所杷総万務裁課
際 課長 庫）
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司法行政文台ファイル管問！？専 (H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分顕

（小名分称知） 作成・取得者 起算日 保j羽存問 f米？荷子子了月日~11\J 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分 類 中分類

（統ろ－ 08ー 宮崎地方裁判所総 システム l宮判馬崎所地総万務課裁2009年 地家裁庶務係 A）雑
雑（平成2I年）

務課長
2010年l月l日5年 20日年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人い一 06）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総 システム
｜宮判長崎所総地万務裁課2010年 地家裁人事第二係

職手当 2年） 務z謀長
2011年1月1日IO年 2021年3月31日電子・紙 （システ

ム）

（人い－ 07)能 能率（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
目l』ド手lj的所地総万務戴課2010年 t曲家裁人事第一係 率 年） 務課長 201 1年1月1日IO年 2021年3月31日電子・紙 ム（）システ

2010年 I也家裁人事第一係
（人事帳簿）人事l人簿年事）） 即（平成2断2 

宮崎地方裁判所総
2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（？！？ 宮判~崎所地総方務課裁
帳簿2 務課長 庫）

（人ろ－ 20一 宮崎地方裁判所総 シスァム 1判停~1附所地総方務裁課2010年 地家1N.人事第一係 A）雑
雑（平成22年）

務課長
20日年l月1日5年 201G年3J~J 31日電子・紙 （システ

ム・書庫）

宮崎地方裁判所総 システム 7判馬・f的所地総方務課裁2010年 地家裁庶務係 C*flろー 10）雑 雑（平成22年）
務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（訟ろ－ 0 1）訟 訟務一般（平成2 宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判畏崎所地総方務裁課2010年 I也家裁庶務係 務一般 2年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
ム（．シ書ステ簡）

（統ろー 08ー 宮崎地方裁判所総 システム l宮判長崎所地総万務裁課2010年 t也家裁庶務係 A）雑
雑（平成22年）

務課長
20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ一 03）会 会同． 年会議 1 （平 宮崎地方裁判所総 システム
I！宮判息崎所地総務課2010年 地家裁庶務係 同，会議 1 成22 ) 務課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（〕システ

（訟ろー 07）家 家年事） （平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総万務裁課2011年 地家裁庶務係

事 務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日·~u子・紙 ム（）システ

2011年 t也家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 広調（域1平件成民。助~：現手3在年当〕支）給
宮崎地方裁判所総

2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙
：！？庫（書 1判馬；｛附所地総方務裁課

簿2 務課長 庫）

2011年 I出家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 超過勤務命令簿 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
苫庫（苫 宮判所崎地総方務裁課

帳簿2 （平成23年） 務課長 庫）
！長

（来日い－ 0 1) 制l車i凶·~一般（平成 2 目的地方裁判所総 システム l宮判岳崎所地総方務裁ii* 2011年 地家裁庶務係
織一般 3年） 務課長 2012年1月1日10年 2022年3月31日屯子・紙 ム（）システ

判任の〔人官免指以ろ~外勤O職2）員裁の
裁の判任官免以，外勤の務職裁判員

宮崎地方裁判所総 書庫（書
宮崎地方裁

2011年 地家裁人事第一係 務の裁判所 所3の年〕指定（平成2 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
庫）

判所総務課
長
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司法行政文書ファイル管即知 (H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分委員

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 f期米仔間 保満存了則日It日 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考， 、車且

中分類ノ＼...J_J士回

2011年 地家裁人事第一係
（人ろ一 09）分 分限年，懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫 c~._11 判毎品所問l]J:t総E務/J夜淑JC; 

限，懲戒 2 3 ) 務課長 庫）

2011年 I也家裁人事第一係
（人ろ－ 08）研 研年）修 （平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫 cm 判長呂所岡地総務力裁課

修 務謀長 MO 

201 1年 地家裁人事第一係
（人ろ一 lI ) IH1 llfl務（平成23 宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
i~t/i}t (ii} 目判馬的所地総方務裁課

務 年） 務課長 庫）

2011年 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20-

雑（平成23年）
宮崎地方裁判所総

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（苫 判昌岡所地総務刀耳課JC: 

A）雑 務課長 庫）

（人ろ－ 1 1）服 服年務） （平成23 宮務崎地方裁判所総
システム l宮判長崎所総地方務裁，深2011{1:. 地家裁庶務係

務 課長
2012年］J'j1日5年 2017年3月31日屯子・紙 ム（）システ

2011年 I曲家政人事第一係
（人事帳簿）人事 簿人年】）事帳（簿平成22（殺3庁 宮崎地方裁判所総

2012年l月！日 5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（計 I＂判居f的所地総方務課裁

帳簿2 務課長 時）

（訟ろ－ 06）刑 刑事（平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁課20日年 I曲家裁庶務係

事 年） 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 03）会 会同年，会議（平成 自的地方裁判所総 シスァム l沼判馬崎所地総万務裁課2011i手 地家裁庶務係 同，会議 1 2 3 ) 務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（人ろ一 09）分 勤年分限~．（思平成JtX.2（非3常 宮崎地方裁判所総 システム l宮判唇崎所地総方務課裁2011年 地家裁人事第一係
限．懲戒 務課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（）システ

（統ろ一 05一 諸年）表 （平成23 宮崎地方裁判所総 システム
宮判馬崎所地総方務裁,i* 2011年 地家裁庶務係 A）諸表 務課長 2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙 （システ

ム）

（人ろ－ 04）人
裁の判人官事以野外価のに職閃す員

宮崎地方裁判所総 システム 宮崎地方裁
2011年 地家裁人事第二係

事評価
る一時的通達その

務課長
2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ 判所総務課

他1年の〕文；~~ （平成2 ム） 長

2012年 地家裁人事第一係
（人ろ一 12）人 人事年記録（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 席書庫） （？空 宮｜判長崎所地総方務裁課
事記録 '1 ) 務課長

2012年 地家裁人！jE第一係
（人ろ－ 20一

雑（平成2'1年）
宮崎地方裁判所総

2013年1n1日1年 20H年3J=J31日'tLi:子・紙
t!J庫（詐 l宮判長崎所総地方務裁E課

B）雑 務課長 時）

（人事帳簿）人事 人簿年））事帳（簿平2 t官庁 宮崎地方裁判所総 暫庫（｛I} 1・：，判馬附所総務裁課2012年 地家裁人事第一係
帳簿2

成24 
務課長 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙

席）
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司法行政文占ファイル官即簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保jU"J 存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分ゐ 申分類

2012年 地家裁人事第一係 （組ろ－ 1 0）雑 雑（平成24年）
'tll・崎地方裁判所総

20日年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 書庫（i'J 半長昌lj町所五総巴J務3前課
務課長 庫）

（人い－ 07）能 能率（平成211 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務滅課2012年 I也家裁人事第一係

率 年） 務課長 2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ
ム）

2012年 I曲家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与簿（各部委 日崎地方裁判所総

20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
t~Jfil! (it} 1・：；判長附所総務裁課

帳簿2 員）（平成2.'1年） 務課長 庫）

（人ろ一 05）給 昇給・昇格（平成 宮崎地方裁判所総 システム l宮判M崎所t総同務課2012年 地家裁人事第二係
与 2 4年） 務課長 20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

ム ・min

（人ろー 04）人 人事年評価（平成2 宮崎地方裁判所総 シスァム l宮判辱所崎t総同務自Ii*2012年 地家裁入、＇H第二係
事評価 4 ) 務課長 2013年1J-J l日5年 2018年3)-J31日？日子・紙 ム（）システ

2012年 地家裁庶務係
（庶ろ一 13）交 交際（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（：！？ 目判長的所地総方務裁課

際 年） 務課長 ！事）

（訟ろ－ 08）少 少年（平成24 宮崎地方裁判所総 シスァム l宮判長崎所地総方務裁課2012年 I也家裁庶務係 年 年） 務課長 20日年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
ム）

2012年 地家裁庶務係 行（来官日ろ－ 05) 執 執年）行官（平成24 ？主的地方裁判所総
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 再廊ムI〕車・シt替ステ 宮判持崎所地総方務裁課

務課長

（会ろ一 12一 雑（平成2'1年 宮崎地方裁判所総 システム l宮判長崎所地総方務課裁2012年度 地家裁庶務係
B）雑 度） 務課長 2013年4月1日J｛手 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

（庶ろ－ 03）会 会同，年会議（平成 宮崎地方裁判所総 システム
宮判長崎所地総方務裁誕2012年 I也家裁庶務係 同，会議 1 2 4 ) 務課長

2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙 ム（）システ

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文1!f（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
目判辱的所地総方務裁課2012iド

係 書 年） 務課長
2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（）システ

地家裁資料・統計 （訟ろ一 15一 宮崎地方裁判所総 システム
！｜｜宮判長崎所地総方務裁課2012年

係 B）雑
雑（平成24年）

務課長 2013年1月1日1年 2014年3月31日電子・紙 （システ
ム）

200G年
地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務

システム等~~i;J!I!簿
宮崎地方裁判所総

2007年1JJ1日30年 2037年3月31日 ·~11子・紙 ’＇H務室 C!Hl宮長判崎所地総万務裁課
係 帳簿 1 務課長 務室）

2001年
地家裁資料・統計 帳（庶簿務l帳簿）庶務l事簿（務家（記平裁録成分帳）1 簿3保iF存） 宮崎地方裁判所総

2002年1月l日30年 2032年3月31日電子・紙 事室務室 （事i宮判持崎所地総方務裁課
係 務課長 務）
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司法行政文市ファイル符型Hrお(H24.12 .31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満千五了月日j閲 保存媒体
保存場所 管理者 {11f1考，、＂＇ 申荷主百 の穏類ノ＼J』天民

システム
I~判長昌町所氾総務課2011年度

t山家裁資料・統計 （庶ろ－ 1 1）図 図me平成23年 宮崎地方裁判所総
2012年4月l日3年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ係 苫 度） 務課長

図苫（平成22年 宮崎地方裁判所総 システム I宮判唇崎所地総方務裁課2010年度
I出家裁資料・統計 （庶ろ－ 1 1）図

2011年4月1日3年 20日年3月31日電子・紙 （システ
係 でn 皮） 務課長

ム）

地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務 簿事(.tf務~記平栽録成制帳l簿3年保）{i-宮崎地方裁判所総
2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙

事務室 OH！宮判S崎所地総方務裁課2001年
係 帳簿 l 務課長 務室）

宮崎地方裁判所総 システム
宮判忌崎所地総方務裁課地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文書（平成20 

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ2008年
係 書 年） 務課長

宮崎地方裁判所総 シスァム
｜宮判長崎所地総方務裁，課2011年

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文1 ＇~ （平成23 2012年l}=j 1日5年 2017年3FJ31日'rLi:子・紙 ム（）システ係 書 年） 務課長

宮崎地方裁判所総 システム r目判5的所地総万務裁課I曲家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文書（平成21 
2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ2009年

（系 ：’J It 年） 務課長

宮崎地方裁判所総 シスァム
：↓宮判喜崎所地総万務裁課2010年

地家裁資料・統計 （庶ろー 05）文 文子？（平成22 
20日年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

係 n 年） 務課長
ム）

；守的地方裁判所総 システム
！宮判忌崎所地総方務裁課2013年 地家裁i~料・統計 （庶務帳簿）庶務 システム等管理簿 2014年1月l日30年 20114年3月31日電子・紙 （システ

係 帳簿 l 務課長
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司法行政文書ファイル管理簿 (H25.1.1～1125.3.31に作成したファイル）

得作成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分ゐ 中分類

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文書（平成24 宮崎地方裁判所総 システム
判喜呂所崎泡総h務誠課2012年

係 書 年） 務課長
2U13年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 ム（〕システ

地家裁資料・統計 （訟ろ一 15- 宮務崎地方裁判所総
シスァム

宮判長所崎地総万務裁課2012年 雑（平成24年） 2013年1月1日1年 2014年3月31日電子・紙 （システ
係 B）雑 課長 ム）

判任の（免人官指以定ろ．外勤ー0職2）員裁の 所裁の4判任年の官免指厄以），定外勤（（務平のZ〕職裁成判員2 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2012年度 地家裁人事第一係 務の裁判所 務課長
2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 判所総務課

長

2012年度 地家裁庶務係
（庶ろー 11 ）図 図書（平成211年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日3年 2016年3月31日電子 システム
三Eヨ主 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係
（庶ろ一 06）広 広報（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム l宮長判崎所地総方務裁課
幸日 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人ろ一 06）退 退職手度当（平成2 宮務崎地方裁判所総 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム l宮長判所崎地総万務裁課

職手当 4年） ( 2) 課長

2012年度 地家裁庶務係 （庶連ろ－ 08) 出 出張述絡（平成2 宮崎地方裁判所総
2013年4月1日1年 2014年3月31日電子 システム 7長判J附所地総務方裁長m

張 絡 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 回~調平Z且3成）'./JIJ~J ”4ロ年τ"J ＂｛度w) 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日紙 主席 宮判長崎所地総方務諜裁
帳簿2 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人いー 03）試 試験（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日10年 2023年3FJ31日屯子・紙 その他 l宮判辱所崎地総方務裁課
験 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ一09）分 分限・懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 「長判f的所地総方務裁課
限，懲戒 2 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係 A5庶雑ろー 15- 雑（平成24年 宮務崎地方裁判所総 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 その他 宮判馬崎所士総山万務裁課
j立） (2) 課長

2012年度 地家裁人事第一係 務（人ろ－ 1 1）服 服務（平成2'1年 宮崎地方裁判所総
2013年4月1日5年 2018年3月31日紙 事務室 l判喜同所防1Jエ総也ノ務ヨ語課JG 

度） ( 2) 務課長

2006年
地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務

システム等管理簿
宮崎地方裁判所総

2007年1月1日30年 2037年3月31日電子・紙
事務室（事｜判長昌岡所総地務A裁課

係 帳簿 1 務課長 務室）

2012年度 地裁文書係
（訟ろ－ 15一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日1年 2014年3月31日・m子 システム 判長呂町所I総也務万誠課
B）雑 度） ( 2) 務課長
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司法行政文書ファイル告＝翌l!fむ(H25.1.1～H25.3.31に作成したファイル）

得作成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2012年度 地家裁庶務係
（庶ろ一 I5一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日1年 2014年3月31日電子・紙 その他 ｜判長呂岡所1総也万務誠課
B）雑 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 裁当4判報年告度官特書）別（（勤平2)務成宇2 

宮崎地方裁判所総
2013年4月1日5年 2018年3月31日紙 書庫 ！判長百所聞m総h務務課

l阪？存2 務課長

2012年度 地家裁庶務係
（組ろ－ 06）剥 調停委Cl等（平成 宮崎地方裁判所総

2013年4月l日5年 2018年3月31日電子 システム
：・：判長3附所I総山万務課裁

停委員等 2 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係
（庶ろ－ 15- 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 I宮判長所崎地総方務裁課
A）雑 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 給与関係（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日10年 2023年3月31日市子 システム ~判持冨崎所地総万務裁課
帳簿 l 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（組いー 03）定 定員（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日10年 2023年3月31日電子・紙 その他
員 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 1）服 服務（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 l判長呂町所担総万務裁課
務 l立） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 税金関係（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日10年 2023年3月31日紙 書庫 l甚判呂町所地総務刀課蹴
帳簿 l 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係 帳（人事帳簿）人事 初r平2活〕関成寸＇2目 4f(年ロ苦度言） 宮崎地方裁判所総
2013年4月1日5年 2018年3月31日車氏 書庫 ｜：判昼邑町所砲総務課

簿2 務課長

2012年度 地裁文 i~｝係
（庶ろ－ 05）文 文書（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日市子 システム 宮判馬崎所地総方務裁練
書 度） (2) 務課長

2012年度 地裁文書係
（庶ろ－ 15一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日1年 2014年3月31日電子 システム 宮判唇崎所地総方務裁課
B）雑 度） OA関係（2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 5）出 出張，年招集（平成 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 ｜｜判岳呂聞所総耳E務h裁諜
張，招集 2 4 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係 察（車審ll ろ-0  8) 検 検祭手持査会
宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3H31日電子 システム l判長B岡所地総務万裁課
査会 務課長

2001年
地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務 ｜事簿（務家（百平裁cjJ.成分＊IJI〕~￥3噂1年呆~；子 宮崎地方裁判所総

2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙
事務室・（事I！苧判唇呂引可l所岡叩z泡総也務課

係 帳簿 1 務課長 務室）
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司法行政文目ファイル管l'I!~等（H25.1.l～1125.3.31 に作成したファイル）

作得成年度・取等
分妻自

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了Jt'日j問 保の存種媒類体 保存場所 管問者 備考， 、‘ 亙峰 中分類ノ＼.JI＇！：ロ

地家裁資料・統計 （庶ろー 11 ）図 図書（平成23年 宮崎地方裁判所総 システム l宮判長崎所総地方務裁課201 1年度
係 書 度） 務課長 2012年4月！日 3年 2015年3月31日電子・紙 ム（〕システ

2012年度 地裁文書係
（庶ろー 15一 度雑 （平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日1年 2014年3月31日電子・紙 その他 l長判邑問所唱総H務謂課
B）雑 ) ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 08）研 研修（平成24年 宮崎地方裁判所総

20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 l長判Z附所I総 間務課
修 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 1 4）栄 栄典（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日IO年 2023年3月31日電子・紙 その他 l宮辱判崎所t総m務課
典 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人’・Hお．二係 （人事帳簿）人事 I 給（［与平2滞成12（職4年員） 度） 宮崎地方裁判所総
2013年4J:J1日5年 2018年3月31日幸氏 :i'Ht!i l吾宮判所崎地総方務裁説

帳簿2 務課長

2012年度 t出家裁庶務係
（庶ろ一03）会 会同，年会議（平成 宮崎地方裁判所総

20日年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム i「じ主官判馬f附所地総務訓税！ 
同，会議 1 2 4 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（車~ろー 0 5）郭l執年行官（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 甚宮判崎所地総万務裁献
行官 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（組ろー06）調 調｛＇； i年委員笥；（平成 ~·；i;的地方裁判所総

2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙 その他
判馬昌胃所司王総也J務3蚕課疋

停委員等 2 4 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係
C*Elい一01）組白 組織一般（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム 宮判馬崎所地総方務課裁
織一般 社年度 (2) 務課長

2012年度 地裁文.n係
（庶ろ－ I 5- 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日世子 システム l宮判長崎所地総万務裁疎
A）雑 度） (2) 務課長

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 1 1）図 図書（平成22年 宮崎地方裁判所総 システム
目判毘的所地総万務課裁2010年度

係 書 度） 務課長
2011年4月l日3年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年度 I也家裁庶務係
（組ろ－ 02）事 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム 宮判馬崎所地総方務裁課
務分配等 2 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係
（車ilろ－ 05) 幸丸 執年行官（平成24 目的地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日屯子・紙 その他 l宮判長崎所地総方務裁説
行官 度） ( 2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人ろ－ 20一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

20日年4月1日1年 2014年3月31日紙 書庫 1：日醐判長附所地総務Z諜県B）雑 度） (2) 務課長
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.1.1～H25.3.31に作成したファイル）

作得成年度・収等
分類 名称

作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

大分類 申分署百 （小分類） の種類

（統ろ一 08一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総
． 宮崎地方裁

2012年度 地裁文書係 A）雑 度） (2) 務課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム 判唇所総務課

地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務
｜事務記録帳滞1利子

宮崎地方裁判所総 事務室（事
｜宮崎地方裁

2001年
係 帳簿 1 簿(±f~平裁成分）1 3年） 務課長

2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙
務室）

判所総務課
馬

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文~＇｝ （平成20 日崎地方裁判所総
システム 沼崎地万裁

2008年 係 ゴ聖 年） 務課長
2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙 ム（）システ 判馬所総務課

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文書（平成23 宮崎地方裁判所総 システム 冨崎地万裁
2011年 係 書 年） 務課長 2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ム（〕システ 判所総務課

（人ろ－ 1 6）人 人事報告（平成2 宮崎地方裁判所総 冨崎地万裁
2012年度 地家裁人事第一係 事報告 4年度） (2) 務課長

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 ｜判辱所総務課

2012年度 地家裁人事第二係
（人事帳簿）人事 結員麿写））薄｛（平2（〕各成種2委4年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日来氏 書庫 L判辱F両所地総方務裁課
帳簿2 務課長

（人事帳簿）人事
管理職員特別勤務

宮崎地方裁判所総 宮判所崎地総万務課裁
2012年度 地家裁人事第二係

帳簿2 手2当4整年理唐簿） （（平2)成 務課長
2013年4月1日5年 2018年3月31日キ氏 書庫

唇

ーFゴ－（・人ろ－ 05）給 給う（平成24年 自崎地方裁判所総
冨崎地万裁

2012年度 地家裁人事第二係 度） ( 2) 務課長
2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 l~PJT総務課

2012年度 地裁文書係 内（庶ろ－ 09）庁 当直（平成24年 宮崎地方裁判所総
2013年4月1日3年 2016年3月31日キ氏 事務室 l判馬昌問所肋総務裁課

管理，当直 度） ( 2) 務課長

判任の（人官免指以定ろ， 0 職2L裁の 裁所のa 判の年任官免指官以~定外勤~の務平2 臓裁）成判員2 
宮崎地方裁判所総

宮崎地方裁
2012年度 地家裁庶務係 外勤務の裁判所 務課長

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム 判所総務課
長

2012年度 地家裁庶務係
（訟ろー 15- 度雑 （平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム ｜宮判吾崎所地総万務裁課
A）雑 ) ( 2) 務課長

2012年度 地裁文古係
（訟ろ－ 0I）訟 訟務年一般（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
百判所崎地総方務裁課

務一般 4 度） ( 2) 務課長
l馬

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文年）書 （平成21 宮崎地方裁判所総 システヱミ ：~ 判呂所町地総万務裁課2009年 係 警 務課長 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 ム（）システ

2012年度 地裁文，l}係
（庶ろー 01）公 公印（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日紙 当時 l宮馬判崎所地総方務裁疎
EIJ 度） (2) 務課長

4ページ



r ‘F 

i司法行政文書ファイル管型Hr存 (H25.1.1～1125.3.31に作成したファイル）

得作成年度・取等
分~fl

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 1期米仔間 保満存了則日nu 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考E ，、酒・＝ ー‘ー，、...－‘ 
ノ＇＼..JJ大只 「「 l』大只

2012年度 地家裁庶務係
（庶ろー03）会 協議結果（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日3年 2016年3月31日電子 システム 宮判長崎所地総方務裁課
同，会議2 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20一 雑（平成24年 宮務崎地方裁判所総 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 その他 l宮判長崎所地総務方裁課
A）雑 JJ'D (2) i課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 03）試 試験（平成24年 ？当崎地方裁判所総

2013年4月l日5年 2018年3月31日'it.£子・紙 その他 l長判町所総務裁課
験 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人事第二係
（人ろー06）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム 宮判l孟崎所地総方務裁課
害補償等 2 4年度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人引第二係
（人ろ－ 07）能 能率（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日屯子 システム l宮判長崎所地総務方裁課
率 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁庶務係
（訟ろー 15一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月1El 1年 2014年3月31日・.u子・紙 その他 1：符十持判手1附附所総務？諜却B）雑 度） (2) 務課長

2012年度 地裁文書係
（訟ろ－ 09）弁 弁護士（平成24 宮崎地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月31日t日子 システム 宮判停崎所地総万務裁課
護士 年度） (2) 務課長

判任~免人官m以2い，j!外動－の02職）員裁の 裁所の4判任の1刊指官免在以〕，定外勤（（の務平2職）裁成判員2 
宮崎地方裁判所総 ；守的地方裁

2012年度 地家裁人事第一係
務裁判所 務課長

2013年4月1日IO年 2023年3月31日地子 システム 判所総務課
長

2012年度 地家裁庶務係
（庶典ろー 02）儀 儀式年典礼（平成2 宮崎地方裁判所総

2013年~J-J 1日5年 2018年3月31日'dl子 システム I！宮判』~喜崎H所「行f地総務説諜! 式礼 4 度） ( 2) 務課長

地家裁資料・統計 （庶ろ－ 05）文 文，1}（平成22 宮崎地方裁判所総 システム
1判長・.：附所地総方務課裁

2010年
係 ：？＇ョt 年） 務課長

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ム（）システ

地家裁資料・統計 （庶務帳簿）庶務 宮崎地方裁判所総 シスフ・ム
｜宮判岳所崎地総方務裁課2013年

係 帳簿 1
システム等管理簿 務課長 2014年1月1日30年 2044年3月31日・;u子 ム（）システ

2012年度 地家裁人事第一係 判補【人官ーの紹ろ任酬免等0 .1）転裁 裁倒2判＇4官報年の酬度任等3免~，平Z転） 成
目的地方裁判所総

2013年4月1日5年 2018年3月 ~1 日 電子・紙 その他 l宮判長崎所地総万務課裁
務課長

2012年度 地家裁人事第一係
（人ろ－ 20一 雑（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月l日1年 2014年3月31日電子・紙 その他
判易品別所可よ総也ノ務ヨ義課克

B）雑 度） (2) 務課長

2012年度 地家裁人'JH-fi二係
（人い－ 06）災 災害補年償等（平成 宮崎地方裁判所総

2013iド4月1日10年 2023年3月31日1・G子 システム i宮判再崎所地総方務裁調
害補償等 2 4 度） ( 2) 務課長
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司法行政文jl~ファイル管理簿 CH2s.1.1～I-125.3.31に作成したファイル）

!'! イコIJYJ¥
l作成・取得者 起算日 ｜附－1・ 1 1オ什てf·J~JIHJ I 1~~：：;r.p.1 保存場所｜管理者｜ 備考tt口tIH る土色ーア「1

2012年度 I I出家裁庶務係
｜（庶ろ－ 1 3）交 交際（平成24年 宮崎地方裁判所総

2013年4月l日IS年 2018年3月31日｜電子・紙 ｜その他
際 度） ( 2) 務課長

2012年度 I t也家裁庶務係 ｜（庶い－ 05）雑 雑（平成24年
度） ( 2) 

宮崎地方裁判所符 I 2013年4月1日Ito年
務課長

2023年3月31日｜電子 ｜システム

2012年度 I t也家裁庶務係 ｜伽－04）司
法修習生

司法年修明生（平成
2 4 度） ( 2) 

宮崎地方裁判所幹・I 2013年4月l日Is年
務課長

2018年3月31日｜電子・紙 ｜その他

2012年度 ｜地家裁人事第＝｛~I与（人ろ一 05）給 昇給・昇絡（平成 宮崎地方裁判所総｜ 2013年4月l日Is年 2018年3月31日l電子 lシステム2 4年度〉 (2) 務課長
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作得成年度・取等
分類 名称

作成・取得者 起算日
保存 保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日 の種類

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ－ 0 3）試 試験（平成25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総務方裁課

人事（事務） 験，選考 度） 務課長 ｜長

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ一 07）能 能率（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） ヰー‘司ユ 度） 務課長 ｜長

2013年度
（総・人二）職員 （人ろ－ 0 5）給 昇給・昇格（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） 与 2 5年度） 務課長
長

（総・人二）職員 （人ろ－ 0 6）退 退職手当（平成2 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
人事（事務） 職手当 5年度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 長判所総務課

（総・人二）職員
特別勤務手当報告

宮崎地方裁判所総 判宮崎所地総方務裁課
2013年度

人事（事務）
人事帳簿 等度） （平成 25年 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
長

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿
事務記録帳簿保存 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日30年 2044年3月31日紙 書庫
宮判崎所地総方務裁課

（事務） 簿 務課長
長

2013年度
（総・文書）庶務 （庶ろ－ 0 5）文 文書（廃棄） （平 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所地総務方裁課

（事務） 書（廃棄） 成 25年度） 務課長 長

2013年度
（総・文書）庶務 （庶ろ一 01）届 公印（平成25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 宮判長崎所総地方務裁課
（事務） 書，報告書 度） 務課長

20日年度
（総・人一）職員 （人ろ－ 0 9）分 分限，懲戒（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 宮判長崎所地総方務裁課
人事（事務） 限，懲戒 2 5年度） 務課長

（総・人二）職員
給与簿（委員関

宮崎地方裁判所総 宮判長崎所地総方務裁課2013年度
人事（事務）

人事帳簿
係j苦）） 

（平成25年
務課長

2014年4月l日5年 2019年3月31日紙 書庫

2013年度
（総・人二）職員

人事帳簿
通勤届（非現在） 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日キ氏 書庫． 判長宮崎所地総務方裁課
人事（事務） （平成25年度） 務課長

2013年度
（総・庶務）調停 （組ろ－ 0 6）連 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
判宮崎所地総方務裁課

委員等（事務） 絡文書 25年度） 務課長
長

2013年度 （総・庶務）庶務 （庶ろ－ 1 5一 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総
2014年4月1日l年 2015年3月31日電子 システム 宮判長崎所地総方務裁課

（事務） A）雑 度） 務課長

20日年度
（総・庶務）庶務 （庶ろ－ 15一 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日1年 2015年3月31日電子 システム
宮判崎所総地方務裁課

（事務） B) 度） 務課長
岳

1ページ



， ， 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4. 1以降作成したファイル）

作成・取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日 の種類

（総・庶務）訟務 （訟ろ一 06）刑 刑事 （平成 25 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
（事務） 事 年度） 務~：長

2014年4月1日5年 2019｛手3月31日電子 システム *'J所総務課
長

（総・人二）裁判 （人ろ一 01）報 報酬（平成 25年 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
官人事（事務） 酬 度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 判所総務課
長

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 ファイル管理簿
宮崎地方裁判所総

未定 常用 未定 電子 システム 宮判長崎所地総務方裁課
（事務） 務課長

（総・人一）職員 （人ろ一 20一 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
人事（事務） A）雑 度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課
長

（人ろ一 02）任
裁判目以外の職員

宮崎地方裁
2013年度

（総・人一）職員
免，勤務裁判所の

の任免，勤務裁判 宮崎地方裁判所総
2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課

人事（事務）
指定 所5年の指l宥）定 （平成2 務課長

長

2013年度
（総・庶務）司法 （組ろ一 04）修 実司2施法5修年状習況度生）） （（修平習成 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム 宮判崎所地総方務裁部！
修習生（事務） 習実施状況 務課長

長

（総・庶務）司法
（組ろ一 04）検 庁司及法修び習弁護生士（検会察と

宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
修習生（事務）

察庁及び弁護士会
の協議） （平成 2 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム 判所総務課
との協議 5年1豹 長

（総・文書）庶務 （庶ろ一 01）述 公印（平成 25年 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
（事務） 絡文書 度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課
長

（総・人一）職員 （人ろ一12）人 人事記録（平成2 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

20日年度
人事（事務） 事記録 5年度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課
長

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ－ 1 5）出 出張，招集（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 宮長‘＊＇J崎所地総務方裁線
人事（事務） 張，招集 2 5年度） 務課長

2013年度
（総・人一）定員 （組ろ－ 07)述 定員（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 宮判長崎所地総務方課裁
(=!Jj:務） 絡文書 度） 務課長

（総・人二）職員 年単現身在度赴））任（手当 （非 宮崎地方裁判所総
沼崎地方裁

2013年度
人事（事務）

人事帳簿 平成 25 
務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日手氏 書庫 判長所総務課

（総・人 ）組織
雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総 宮判長崎所地総務方裁撚2013年度 及雑び運営に関する （組ろ－ 1 0）雑
度） 務課長

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

2013年度
（総・文書）庶務 （庶ろ－ 15一 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム 判長宮崎所総地方務裁課
（事務） A）雑 度） 務課長
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・取 分 類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保満存了期日間 保子体
保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （ノト分類） 期間 の種類

2013年度
（総・人二）職員 （人ろ－o5）給 給与（平成25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
判宮崎所総地方務裁課

人事（事務） 与 度） 務課長
長

（訟ろ－ 15一
雑争訟（事＼＼ご件ミ吉の写資料し調， 宮崎地方裁

2013年度
（総・庶務）訟務 B）判決書等写 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日l年 20日年3月31日電子 システム 判所総務課
（事務） 料し，． 争訟事件の資 査回答） （平成2 務課長

調杏回答書 5年！苦） 長

2013年度
（総・人一）裁判 （人ろ－ 0 1）任 裁補判，官報酬の任等免（平，転成 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
判宮崎所地総務方裁課

官人事（事務） 免，転補
2 5年度）

務課長
長

2013年度
（総・人二）職員

人事帳簿
税金関係（平成2 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総方務裁課

人事 (:rJ手務） 5年度） 務課長
長

2013年度
（総・人二）職員

人事帳簿
超過勤務命令簿 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日キ氏 書庫
宮判崎所地総務方裁課

人事（事務） （平成25年度） 務課長
長

20日年度
（総・人二）職員

人事帳簿
給与簿（平成25 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日先兵 書庫
l宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） 年度） 務課長
長

2013年度
（総・庶務）訟務 （訟ろ一 09）弁 弁護士（平成 25 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム i判宮崎所地総務方裁課
（事務） 議士 年度） 務課長 ｜長

（総・人二）職員 ｜住在居）手（平当成（非2現5年 宮崎地方裁判所．総
｜宮崎地方裁

2013年度 人事帳簿 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 判所総務課
人事（事務） 度） 務課長

長

（総・人一）通規達及 宮崎地方裁
2013年度

貝lj，規程 （組い－ 0 3）定 定員（平成25年 宮崎地方裁判所総
2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム 判所総務課

び告示の制定改廃 員 度） 務課長
答 長

20日年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 公印簿
宮崎地方裁判所総

未定 常用 未定 紙 事務室
宮判崎所地総方務裁課

（事務） 務課長
長

20日年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 当直日誌
宮崎地方裁判所総

2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫
判百l所崎地総方務裁課

（事務） 務課長
長

2013年度 （総・庶務）事務 （組ろ一 02）裁 事務分配等（平成 宮崎地方裁判所総
2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

宮判崎所地総務方裁課
分配等 判官 2 5年度） 務課長

長
（総・人二）規

宮崎地方裁員lj，規程，通達及 （人い一 05）給 給与（平成25年 宮崎地方裁判所総2013年度
び告示の制定改廃 与 度） 務課長

2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 未設定 判所総務課

等 長
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4. 1以降作成したファイル）

作成・取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存
保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （小分類） 期間

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ－ 1 4）栄 栄典（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総務方裁課

人事（事務） 典 度） 務課長
長

2013年度
（総・人一）執行 （組ろ－ 0 5）述 執行官（平成 25 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総務方裁課

官（事務） 絡文書 年度） 務課長
長

2013年度
（総・人二）職員 （人ろ一 20一 雑（平成 25年度 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日l年 20日年3月31日電子・紙 その他
｜宮判崎所総地務方裁課

人事（事務） B）雑 異動者関係書類） 務課長
l長

2013年度
（総・人二）職員

人事帳簿
ffiJJ勉手当決定都j書： 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 i冨＊U崎所地総方務裁課
人事（事務） （平成25年度） 務課長

長

（総・人二）職員
｜扶養手当（非現

宮崎地方裁判所総 i宮判崎所地総務方裁課2013年度 人事帳簿 在） （平成 25年 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書Jilf
人事（事務）

j宥） 務課長 ｜長

（人ろ－ 0 1）簡 簡考易（裁平判成所判事選 宮崎地方裁判所総 ｜判長宮崎所地総万務課裁2013年度
（総・人一）裁判

2 5年 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
官人事（事務） 易裁判所判事選考 度） 務課長

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 特殊文書受付簿
宮崎地方裁判所総

2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 事務室
百判附所総務？裁課

（事務） 務課長
長

20日年度
（総・文書）庶務 （庶ろ－ 15一 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日l年 2015年3月31日電子 システム
判宮崎所地総方務裁課

（事務） B）雑 度） OA関係 務課長
｜長

（総・人二）職員 （人ろ－ 0 7）能 能率（平成 25年 宮崎地方裁判所総
呂’崎地方裁

2013年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課
人事（事務） 率 度） 務課長

長

20日年度
（総・人一）職員 （人ろ一 20ー 雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日1年 20日年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） B）雑 度） 務課長
長

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ一 08）研 研修（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総務方裁課

人事（事務） 修 度） 務課長
長

2013年度
（総・人二）職員

人事帳簿
給与関係（平成2 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 未設定
宮判崎所地総万務裁課

人事（事務） 5年度） 務課長
長

（総・人一）職員 （人ろ－ 1 1）服 服務（平成 25年 宮崎地方裁判所総
呂附地方裁

2013年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課人事（事務） 務 度） 務課長
長

（総・人一）調停 （組ろ－ 06）連 調停委員等（平成 宮崎地方裁判所総 宮崎地方裁
2013年度

委員等（事務） 絡文書 2 5年度） 務課長
2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他 判所総務課

｜長

4ページ
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・ 取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間
保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

得年度 等 大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日

2013年度
（総・庶務）庶務 （庶ろ一 02）儀 儀式典礼（平成2 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所総地務方課裁

（事務） 式典礼 5年度） 務課長
長

（総・人一）通規達及 宮崎地方裁
則，規程 （人い一 07）服 服務（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2013年度
び告示のili'J定改廃 務 度） 務課長

2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム 判所総務課

等
長

（総・人二）規
宮崎地方裁

2013年度
則，規程，通達及 （人い－ o6）災 災害補償等（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日10年 2024年3月31日電子 システム 判所総務課
び告示の制定改廃 害補償等 2 5年度） 務課長
等

長

（総・文：；t：－：）庶務 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
（事務）

庶務帳簿 廃棄簿
務課長

2014年4月1日30年 2044年3月31日電子 システム 判所総務課
ー長

2013年度
（総・文：;!n庶務

庶務帳簿 鍵｛！？用・返還記録
宮崎地方裁判所総

2014年4月1日3年 2017年3月31日キ氏 書nit 宮判長崎所地総方務裁総
（事務） 務課長

2013年度
（総・人一）職員 （人ろ－ 1 6）人 人事報告（平成 2 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 その他
宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） 事報告 5年度） 務課長
長

2013年度
（総・文書）庶務 （庶ろ一 05）文 文書（述絡文書） 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5主！三 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所地総方務裁課

(:tJ~務） 書（連絡文書） （平成 25年度） 務課長
長

（総・人二）職員 勤務時間報告書 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
人事（事務）

人事帳簿
（平成 25年度） 務課長

2014年4月l日5年 2019年3月31日紙 書庫 判長所総務課

（総・人二）職員
調停委員等登庁経

宮崎地方裁判所総 国附地総務方裁課
2013年度

人事（事務）
人事帳簿 路届（非現在）

務課長
2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 判所

（平成 25年度） －昼

（総・人二）職員
広域異動手当支給

宮崎地方裁判所総
呂崎地方裁

2013年度
人事（事務）

人事帳簿
調（書平成（非2現5在年）度） 務課長

2014年4月l日5主！三 2019年3月31日紙 書店 判所総務課
長

2013年度
（総・人一）庶務 （庶ろ－ 0 2）儀 儀式典礼（平成2 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム 宮判長崎所地総務方裁課
（事務） 式典礼 5年度） 務課長

2013年度
（総・庶務）検察 （組ろ一 08）連 検察審査会（平成 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム 宮判長崎所地総務方裁課
審査会（事務） 絡文書 2 5年度） 務課長

（総・文書）庶務 舎絡（庶管文理書ろ，) 0 9) 庁
庁舎管理，当直

宮崎地方裁判所総 判宮崎所地総方務裁課2013年度
（事務）

当直（連 成（連2絡5年文書度）） （平 務課長
2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

長

2013年度
（総・人一）庶務 （庶ろ－ 15ー

雑（平成 25年度）
宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所地総方務裁課

（事務） A）雑 務課長
－昼
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・？ ， 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （ノト分類） 期間 満了日 の種類

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 システム等管耳Il簿 宮崎地方裁判所総
未定 常用 未定 電子 システム

宮判崎所総地務方裁課
（事務） 務課長

長

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿 当直文書受付簿
宮崎地方裁判所総

2Q14年4月1日3年 2017年3月31日持氏 事務室 宮判長崎所地総方務裁課
（事務） 務課長

（総・文書）庶務 宮崎地方裁判所総
宮崎地方裁

2013年度
（事務）

庶務帳簿 現金書留授受簿
務課長

2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 事務室 判所総務課
長

2013年度
（総・庶務）司法 （組ろ一 04）基 計司法画修）習（生平成（基2・本5 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所総地務方裁課

修習生（事務） 本計商 年度）
務課長

長

（総・庶務）庶務 （庶ろ－ 0 3）会 会同，会議（平成 宮崎地方裁判所総 宮崎地方裁
2013年度

（事務） 同，会議 2 5年度） 務課長
2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム 判所総務課

長

2013年度
（総・庶務）庶務 （庶ろ一 06）広 広報（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月HI5年 2019年3月31日電子 システム
宮判崎所地総務方裁課

（事務） 報 度） 務課長
長

2013年度
（総・人二）職員 （人ろ－ 20- 雑（平成 25午 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日l年 20日年3月31日電子・紙 未設定
宮判崎所地総方務裁課

人事（事務） B）雑 度） 務課長
長

（総・程人一，）通規達及
（人い－ 0 2）裁 裁判官以外務の職裁員判 宮崎地方裁

2013年度
則，規程， 判官以外の職員の の任免，勤 宮崎地方裁判所総

2014年4月1日10長手 2024年3月31日電子 システム 判所総務課
び告示の制定改廃 任の免指，定勤務裁判所 所5年の指唐）定 （平成 2 務課長

~ 
長

（総・人一，）通規達及 宮崎地方裁

2013年度
則，規程

（人い－ 1 2）雑
雑（平成 25年 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日10年 2024年3月31日電子 システム 判所総務課
ぴ告示の制定改廃 度） 務課長
等

長

2013年度
（総・文書）庶務

庶務帳簿
公印の符理に関す 宮崎地方裁判所総

2014年4月l日30年 2044年3月31日紙 書庫 宮長判崎所地総方務裁課
（事務） る帳簿 務課長

（総・文書）庶務 宮崎地方裁判所総 百崎地方裁
2013年度

（事務）
庶務帳簿 送付簿

務課長
2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 事務室 判所総務課

長

（総・文書）庶務 特殊文書受付簿 宮崎地方裁判所総 宮崎地方裁
2013年度

（事務）
庶務帳簿

（秘） 務課長
2014年4月l日3年 2017年3月31日章氏 事務室 判所総務課

長
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司法行政文書ファイル管想簿 (H24.12. 31までに作成したファイル）

作 成 取｜ 分野 名称
｜作成・取得者｜ 起算日 ｜保存｜ 保存期間 ｜保存媒体保存場所｜管理者｜ 備考1-／＼.嵯 「h ／＇－.当量 it口日日 る土色ーア「寸 の種類

1984年度 管理係 ' Z瓦’・J v -1 J Eコ 口l'i91.T・Jt:コ1口口 -WIにコ 会計課長 1985年4月1日30年 2015年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
絡 1 工事に関するもの 庫）

昭
日設百火

1988年度 管理係
（会ろ－o4）営

高官4『千空軍空穂f支n刀部手円冷c房，工- 会計課長 1989年4月1日30年 2019年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
生2邑唱 庫）

200G年度 Jlll立係 2007年4月1日 10年 2017年3月31日電子・紙 三~＼百 ｜会計課長

2007年度 経理係 会計課長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日｜電子・紙 ｜孟~，~ k日 ｜会計課長

2008年度 用度係 会計課長 2009年4月1日5年 -2014年3月31日｜電子・紙 I~ケ九日 l会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日｜電子・紙 ｜亭ゲ k百 ｜会計課長

2008年度 管JJH係 会計課長 2009年4月1日 10年 2019年3月31日｜電子・紙 ｜亘（Ef1 ＼百 ｜会計課長

2009年度 管JH!係 会計課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日｜電子・紙 ｜豆~＼百 ｜会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 首 1早九百 ｜会計課長

． lr 
の請求，保全，力内

2009年度 経理係
（会ろー 01）債 容の変更ずf 効 の 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 百庫（吉 ｜会計課長

長笹 川口 -r 1 万Nai"U，る，~l(;i;日 1-fl円
庫）

2009年度 経理係
¥Lζ＇...J v 1 I U.司 モn:.玉E l伺刊入ロU.i斗／；J刊、J 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 Zケ k百 ｜会計課長

5 2 1 

（会ろ－ 02）支
員一’ 11 τAま 同ま ． 

2009年度 経理係 Li』’3 小切手原符（平成 会計課長 2Ql0年4月1日IS年 2015年3月31日l電子・紙 ｜亘（1¥ ＼百 ｜会計課長

2009年度 経理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日｜電子・紙 1:;(Ef且 k宙 ｜会計課長

2009年度 管理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙
E言周五 、、主主

会計課長--

2009年度 経理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2010年 管理係 d草、 会計課v長 20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 会計課長



， ， 
司法行政文書ファイル管理！？部 (H24.12 .31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種似類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2010年度 経理係
（会ろ－o2）支 l支的年通庭叫】達 （平す成る一2時2 会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（害
会計課長

出3 庫）

2009年度 経理係 帳（箔会計4帳簿）会計 判21決年定度）簿（平成 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 喜庫鳳） （害 会計課長

2010年度 管理係
（会ろー05）国 算12王l有書2財年の産国庭l自本〕目減（等平計成 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

害賠（書
会計課長

有財産 1 庫）

，~~ま，でmに該当l かしなb 

2010年度 管理係
（会ろ一 08）検 い検査及び監査に

会計課長 2011年4月1日3年 2014i手3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
査，慌査6 関する月例検査報 ！市）

告f平書そ成の2他2年の文陪】書

u lから 11まで
に該当しない会計

（会ろ－ 1 2-
に関する一時的通

書庫（書
2010年度 管理係 A）雑

達その他の文書 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
庫）

会計課長
(Riこ該当するも

のを除2年く。陪）〕 （平
成2

2010年度 管理係
（会ろ－ 04）営

宮に結該当1かしならい4営ま繕で
会計課長 20日年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

繕5 に成関2す2年る文唐〕書 （平 庫）

2010年度 HJ/it.係
（会ろ－ 03）物 物成る品2の時2管的年理泊陪迷）に閲（す平 会計課長 2011年4月1日5年 201G年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

品2 庫）

管券（会金Zろ－ 0有6)価保証 百証年lj拠本陪1等当主~平・計成~主計1 書庫（書
2009年度 経理係 保管 会計課長 2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

2010年度 管理係
（会いー 03）支

歳算｛出に平，関成支す2出る2及例年規度び予） 会計課－長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出 時）

（会金ろ－ 06) 保

振管替金済保辿管到替l通苦，知保

書．府寄保替？託1認年2求金4庶3原価】書票．
書庫（書

2010年度 経理係 管 ，保管有価証
政 証券

会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
庫）

会計課長
券5

保日哲管矢 （平

（会ろ一 06）保 ｜保保官管金金提受入出通書放知び？！？ 
庫書~lt ( 7空2010年度 経理係 管金，保管有価証

の年原陪符】 （平成22 
会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 会計課長

券6

2 



,. 
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司法行政文~＇~ファイル管l'Hr事 (H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分長良

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保！初什日5： 保満存了則日問 保の存種媒類体 保存場所 管Jill者 備考
大分類 中分類

2011年 用度係 帳（会計帳簿）会計
t民IJl事収保物官送物付原票簿，押， 

会計課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日屯子・紙
書庫（さ？

会計課長簿6 収2物3処年）分簿（平成 同l)

20日年度 管理係 繕（会い一 05）営 営（絡平成に｜則2す3年る例度規） 会計課長 2012年4月l日10年 2022年3月31日電子・紙 ~fl庫？印） （計 会計課長

支に該出 lから 7まで

（会ろ一 02）支
当しない支出

書庫（ヲ：
2011年度 経理係 に関するその他の 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

出8
文庶f】l} （平成23年

庫）

（会ろ－ 02）支 支的年通度出〕に達関（す平る一時 書庫（書
20日年度 経理係 出3

成23 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
庫）

会計課長

（会ろ－ 03）物 ｜吻品の時3管的年理過庭】に述関（す平 書庫（苦
2011年度 JIJJJ'.t係 るー 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3rJ31日電子・紙 会計課長

品2 目立2 庫）

20日年度 経耳目係
（会ろ－ 02）支

l予及算び過のI年周知度・支繰出越に
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫 （1~~
会計課長

出5 関2す3年る文度〕書 （平成 庫）

201 1年度 用度係
（会ろ－o3）物

I 'lo/) 1¥li 'UJ!l!ll!!τ書・；・平，管送成理付2換通3通知年協覧誠度1';)会計課長 2012年4月l日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（？！？

会計課長
品5 庫）

2011年度 経理係 ＼会簿計帳簿）会計
申fi 7 過（平誤Sfi ~額2 整3 理年簿度） 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 菅目。原 （ 膏 会計課長

2011年度 経理係 帳〈簿会計1帳1簿）会計 前/j！（金2払3整年理度薄） いiι 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙 晋庫~ 車 （ 書 会計課長

（会金ろー06）保 保価官証金券比にひ関1す呆官る有一
－；！ ~fill ({I} 

2011年度 経111!係 管 ，保管有価証 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 会計課長
券4 時3的年通陪達〕 （平成2 庫）

（会ろー 06）保 保知価管証及金び券び払政払府波目保証ti:拠特拠膏有計
~賄（~I}

2011年度 経耳H係 管金，保管有価証 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 会計課長
券2 頬：並本】 』こ計~：； Ifの 庫）

（平成23年

3 
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司法行政文古ファイル代理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・収等
分実良

（小名分称煩） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日rm 保の存種媒類体 保存場所 i喜朗者 。Iii考，、羽‘＝ 中分類ノ＼..JJ・l:R 

（金会ろ－ 06) 保
振管金替済保通管知省通普知， 保

20日年度 経理係 管 ，保管有価証 ~IJ府，寄託金原票， 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
害時（書

会計課長政保管有価証券 庫）
券5

保管替1部年求lif〕書（平
Mil/ 

（会ろ一 01）伯 ちょ平う成用印2紙4つ年づ 者fiHCf1f 
2012年度 経理係 権，収入2 庶り〕（ 

会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
庫）

会計課長

2012年度 共済組合係 ：.〕会雑ろ－ 12- 雑（子ども手当〉 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 害庫庫） 〔書 会計課長

l慣5確ま，で収に入，該当lかしなり

い的権．歳入及び
収入に閲するm権

2012年度 経理係
（会ろ－ 01）依 引在官（i通知 i ＇~Lt仁1/I長 会計課長 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙

言~/Ill CH 会計課長
権，収入6 入徴び収済制報 :, It 庫）

及歳入決算純計

抗日他報A 年の~汗文f皆？？、の＇t両lj本その （平成
フ

2012年度 管理係 l査（会．院ろー 08) 積
斉2

検査，慌査2 会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 書店原】 （害 会計課長

2012年度 管理係 ｜箆（会執行ろ職－員0等9¥予 予算執行職員等 l会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 1膏~l~車（書 会計課長

2012年度 川！立係
（会ろ－ 03）物 物る品時の4 官的4判患過官~に主関（す平 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日・，・日子・紙

書庫（書
会計訓Ll

品2 1iY 2 庫）

（会ろ－ 05）国 困そ成有の2財他4産の年文度に閲〕苫す（平る
シスアム

2012年度 管理係
有財産9

会計課長 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 （システ 会計課長
ム・書庫）

（会ろ－ I 2一 的会通計達に閲そすの他る一年の時文 システム
2012年度 円J!U係 A）雑 ；約！？（平成24 

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3)131日~·u子・紙 （システ 会計課長
ム・害庫）

有（会ろ一 05）固 国算2 有内4 財年の産~·I＇的l明本滅（等Sfl計fix システム
2012年度 1n:1盟係

財産 1
会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

（シスi町テ内i〕
会計課長

ム・

1m)2年度 管理係 繕（会1ろ－ 0 '1）営t第延f繕昭岡l支期和t設工部1計庁事7設年凶舎由新計1的） 官計 会計課長 1993年4月1日26年 2019年3月31日電子・紙 =.nw C{'l 
会計課長

庫）

4 
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司法行政文書ファイル管型IHお（H24.12. 31までに作成したファイル）

i!i 

作成・取得者 起算日 保存場所管理者 備考

1993年度 ｜管理係 生治 t V ""t I 白｜這7品店；誌：早笹口｜会計課長 1994年4月1日25年 2019年3月31日電子・紙 書庫（害 ｜会計課長
同i)

1996年度 ｜管理係 I ¥z:;;ツ U 吐 j 白｜同 117C¥λロIJ籾 l白ム｜会計課長
主語a1 rtirtfll＇互主現 Z・汀＂＼ 1 1997年4月1日122年 2019年3月31日｜電子・紙 1：~ （書 ｜会計課長

2001年度 ｜管理係 l土議＼:Z:官:>; '...J v ""t I 白｜富山；霊会~JI－~宗ア｜会計課長 2002年4月l日 17年 2019年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
庫）

200（）年度 ’宵町！係 m金，保管有価証 証券（平成 18年 会計課長 2007年4月1日 10年 2017年3月：~1日・;H子・紙 ！！~I' 1日 ｜会計課長

2008年 用度係 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
~14乞＼1-三f

会計課長

2008年度 管理係 2009年4月1日 10年 2019年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理！係 会計課長 2009年4月1日5年 201'1年3月31日電子・紙 £ヨ 会計課長

2008年度 用度係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日｜市子・紙 ｜亘ケ k百 ｜会計課長

2008年度 用度係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日｜電子・紙 I ！！~孟 1百 ｜会計課長

2008年度 用度係 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年 管理係 2009年1月1日30年 2039年3月31日電子・紙 E五 会計課長

2009年度 管理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 百 1早九百 ｜会計課長

2009年度 用度係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
時）

2009年度 用度係 ¥:Z:五店’・J 、J 、－＇ I 1'/J 
{'} （平成21年 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 ！！~IL ¥ t.ii ｜会計課長

品5

2009年度 管理係
2 

会計課長 2010年4月1日 10年 2020年3月31日電子・紙
l=f I’，， ¥"1°f 

会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日屯子・紙 会計課長

2008年度 ｜経理係 ｜ぷ~PAI ・r州守I :;z::>;ロII簿（平成20年 ｜会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

5 
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司法行政文力ファイル代J[fl1(~ (H24 . 12 . 31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分： fl 

（小名分称知） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日問 保の存種媒類体 保存場所 自：Iill者 。iii考
大分類 中分類

債権， 歳入及び時収的

2009年度 経理係
（会ろ一 01）伯 入に関するー

会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（ヨ？

会計課長
権，収入3 通庶達〕 （平成21年 Jilt) 

2009年度 経理係
（会ろ－ 02）支 証副年拠本1在〕等.'l｝野~平－日成t~1i~ 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

出 l 庫）

2009年度 経Ill!係
（会いー 03）会

支及出び予歳算出に，関支す出る
会計課長 2010年ffJ1日10年 2020年3J-J31日電子・紙

書庫（書
会計課長

い－ 03 例唐〕規 （平成21年 庫）

15頁RまE，でHにX，該人当l刀し、なlo 

いw権，歳入及び
収入に関する的権

2010年度 経理係
（会ろ－ 01）的 現在似通知J：，止にと／長 会計課長 20日年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙

.1HIH CH 
会計課長

権，収入6 入徴収済制報 -,'J 庫）

及び｛朝7由t織の：~文入：庶I~】決の-;i~ 算純詩｜街i f，~lj本そ
の （平成
？ 

2010年度 経理係
（会ろ一 02）支 前表暗渡1（賃平金成党2払2年H計 会計課長 2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙

t!i庫（さ？
会計課長

出7 庫）

2010年度 経理係 帳（簿会計4帳簿）会計 支2出2決年定度）簿（平成 会計課長 20日年4月l日5年 2016年3月31日電子・紙 害商庫】 （手子 会計課長

（会ろ－ 06）保 保入書証官通．券金政知提提書府出．保出.＇｝寄暫特－受託有・党価入 書庫（ ，~~ 
2009年度 経理係 管金，保管有価証 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

券 1
通年知JU'〕書（平成2l 

又に該出 I か bい／支まで出
当しな

に｜則する支出済制

報告古 歳t口乞出決算

2010年度 川度係
（会ろ－ 02）支 純計額報古及び

会計課長 2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙
書庫（吉

会計課長
出8 予知本求過不足調占の /It!) 

日lj ．書医l凶金娠込
三i'i 控その他の
文庶〕沿 （平成22年

6 
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・笠取
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 f未満イ子了HI日jr首］ 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、事言

中分類ノ＼..IJ士目

（会ろ－ 02）支
l支に該出当1かしならい7支まで出

書庫（書
2010年度 1!I珂係 に｜対するその他の 会計課長 2011年4月1日3年 20H年3月31日？日子・紙 会計課長

出8
文摩〕害 （平成22年

庫）

2011年度 管理係
（会い－ 01）会 例会麿計規1一（般平成に閲2す3年る 会計課長 2012年4月1日10年 2022年3月31日電子・紙

書庫（古
会計課長

計一般 ！車）

2011年度 管理係
（会ろー 05）同 固そ成有の2財他3産の年文唐に〕閲書す（平る 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙

書miCi!} 
会計課長

有財産9 庫）

財形貯蓄（通達） システム
2010年度 共済組合係 （会いー 10）雑 （平成22年度）

会計課長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙 L) （システ 会計課長

｜伯5刊まi，で収に該入当lかしな'=> 

い債権，歳入及び
収入に｜刻する似権

2011年度 経理係
（会ろ－ 0 1）債 現在額通知書歳

会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫（苦

会計課長
権，収入6 入徴収済額算報告書 庫）

及び成益口二入決 純計
額報舎の副本及

びf車その時他フのq文年書I古1

2011年度 経理係
（会ろ一 02）支 預小2託切3金手年頑原庖】収符説（腎平成・ 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

出2 庫）

2011年度 経理係
（会ろ－ 02）支 ｜預符原託．符金同．払時振込金替書f済附J通京知』

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出6

書陪〕（平成23年
庫）

2011年度 管理係 査（会ろ－ 08）検 1会す3計年る実文庶地〕書検（平査成に関2 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫 cm

会計課長
，監査4 庫）

7 
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 1期米干間予 f；満則子了j羽日ltU 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

保何管回金E 払λ 蘭込書越雷，， 保

管金保管替通知書

（会金ろ一 06）保
及び国庫金振替書

2011年度 経理係 管 ，保管有価証
の!Jii符保管金受飢

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
戸川i(i'J 

会計課長証；＇~，保管金払込 庫）
券7 m，保管金保管替

通知書及び国庫金

振時替フ書究年の原庶】符 （平

2012年度 経Jlj!係
（会ろ－ 02）支 面~拠本ftf)持等頚（平・計成算2~~｝ 会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 #.J•ll c 会計課長

出 l 庫）

2012年度 経理係 l権（会．収ろー OI ) 的
入5

現（平金領成収2証4年書原麿符） 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 庫子千~ill （書 会計課長

2012年度 共済組合係 ：）会雑ろー 12- 剥庶E〕（平財形成貯2蓄4年 会計淑長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 i再直開〕 en 会計課長

2012年度 用度係
（会ろ－ 03）物

物＇X品年の百に庖lj本）閲す（平る成iH~1 会計課長 20日年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（古

会計課長
品6 庫）

2012年度 管理係 箆（執会行ろ職－員0等9)2 予 予（算平執成行2職4年員等度） 会計課長 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 育臨陣〕 （吾 会計課長

2012年度 共済組合係 BC）会雑ろー 12- 新t 会計課長 20日年4月1日l年 2014年3月31日電子・紙 膏庫庫） （書 会計課長

（会ろ一 05）国 関国2有す4財年る産文度書】の取（得平成Iこ
システム

2012年度 管理係 有財産3
会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

ム（シ・書ステ庫）
会計課長

（会ろー 08）検 報年会計告躍監）書査（平に関成す2る4 
システム

2012年度 管理係 査，照査5
会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

ム（シ・帯ステ廊〕
会計課長

（会ろー 02）支 ｜支他4年出の文l度こ関書）す（平るそ成の2 
システム

2012年度 管理係
出8

会計課長 2013年4月l日3年 2016年3月31日電子・紙 （システ 会計課長
ム・書庫）

2012年度 経理係 出（会5ろ－ 02）支 ｜支年出度）5 （平成24 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 会計課長

有（会い－ 06）固 国閲2有す4財年る産例度規】の官（理平成に
システム

2012年度 管理係 財産
会計課長 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子・紙

ム（シ・書ステ簡〕
会計課長

1997年度 管理係
（会ろ一04) ・；当 ｜営高絡千穂（設支計部新凶営由）工

会計課長 1998年4月l日21年 2019年3月31日電子・紙
さ｝/ll{ ( 1!} 

会計課長
繕 l 事（関昭和係綴42年その暗】1 庫）

8 
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司法行政文－；Hファイル管理簿 (H24.12.31までに作成したファイル）

得作成年度・i等収
分類i 名祢

作成・取得者 起算日 ！｛米例閲f子 1~イヂJVJll\J ｛米のF長種女J類~1本 保存場所 管理者 備考
大分知 中分頒 （小分知） 満了日

1987年度 管理係
（会ろ－ 04）営 所事泊料長。i宿！日（設和舎訓等6新l叫2営年lfll) 工

会計課長 1988年4月1日30年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
車道 1 庫）

ff]) 

西H~都i1l 簡（ 1没1ii·事l~llfll) 

1988年度 管理係
（会ろ－o4）営 裁工関係 会計課長 1989年4月1日30年 2019年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

繕 l 年（昭！ω和57～6 3 庫）

1987年度 管理係
（会ろ－ 04）岱 特E料修工（百事淀川（昭区l和I自J)fi

会計課長 1988年4月1日30年 2018年3月31日電子・紙
害時（書

会計課長
繕 l 0～6 2 'ifミf(f) 庫）

（会いー 06）国 困すf干財る産の官f平Ifl成1こ 書庫（書
2005年度 官民H係 有財産

関 例規（ 会計課長 2006年4月1日10年 2016年3月31日電子・紙
庫）

会計課長
1 7年1(£〕

2006年度 管理係 権（会．収い－入0 2) 的 イI~1権8.年収位）入（平成 会計課長 2007年4月1日10年 2017年3月31日電子・紙 簡吉~I! ( 書 会計課長

2006年度 用度係 管（物含い－o8) 保 i仇年川rtD (ii被 l 8 会計課長 2007年4月1日10年 2017年3月31日電子・紙 庫苦~H cm 会計課長

2006年！立 代理係 帳（庶簿務1帳簿）庶務 システム等管理！簿 会計課長 2007年4月1日30年 2037年3月31日電子・紙 陀当~il! （古 会計課長

2006年度 用度係
（会い－ 04）物 P陪~）1日J （平成 l8 1ド会計課長 2007年4月1日10年 2017年3月31日電子・紙 書庫原） （書 会計課長

口口n 

2007年度 経理係
（会い－ 03）会 支出（平成 19W 

会計課長 2008年4月l日10年 2018年3月31日電子・紙 吉庫） 原 （ ？？ 会計課長
い－ 03 皮）

2008年度 管理係 繕（会1ろ一 04）営 泊年料限）1 （ユド成20 会計課長 2009年4月1日30年 2039年3月31日電子・紙 庫Lヰド）H （占 会計課長

2008年度 用度係
（会ろ－ 03）物 物M12 （平成2() 

会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 苫庫~H C ；！~ 会計課長
品2 /(.!') 

2008年度 代J'H係 有（含財ろ－ 05) 国 固有財政 4 （平成
会A課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日 ·~u:子・紙 吉庫郎） （吉 会計E課長

l望4 2 0年！立）

2008年度 経JII!係 出（会4ろ一 02）支 支w4 （平成20
fド） 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 書店店） （書 会社課長

2008年度 川！立係
（会ろ一 02）支 支年出！立）4 (-11ι成20 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 吉／rll伸） （書 会計課長W4 

2008年度 管型H係 l イ~会Oti1ろE一3 0 5）国 ！玉！：臼j年li｛！立'(:_ 3 ( 11勺jえ
2 0 ) 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 書HI!昨） 日： 会計課長

2008年度 代理係 （会いー 10）雑 鮎剖tPl’ Ji~2 0 1ド 会計課長 2009年4月1日10年 2019年3月31日電子・紙 害J車時） （苫 会計課長

2009年度 共済組合係 帳（簿会計9帳簿）会言1・ 子1立当（司ι，，見 2 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 割庫） 引 （ 書 会計課長1 'ii~ 〕

2009年度 用度係
（会ろ一03）物

物（品平管成理21民ll係'if.F文f.f書） 会計課長 2010年4月！日 5年 2015年3月31日電子・紙 吉庫川）｛ （書 会計課長n仁~I f1 量

2009年度 ！日度係 品（会3ろ一03）物 l物（平11dJに！則するχ：I~
目立 21 i~f(J) 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 書！車~H cm 会計課長

9 
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分委員

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類

~，、品ム

トT・ノJ穴只

2009年度 管理係 杏（会．害ろ者杏－ ~ 8) 積 定賓期書及びl臨時の検 会計課長 2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙 言庫？~ ( 書 会計課長

2008年度 経理係 管l券（金会5，ろ保－管0有6）価保証 保証年円券度〕金5'（保平官成有2f ~ 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

2009年度 経理係 ｜申E
会簿計3帳簿）会計 徹年山r X苦Y〕母（平成21 会計課長 2010年4月1日5年 20日年3月31日電子・紙 膏庫~ 車 （ 害 会計課長

2009年 用度係 管（物会ろ1-0 7) 保 保1年管）物 1（平成2 会計課長 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 吾庫庫） （書 会計課長

2010年度 経理係
（会ろ一 01）償 ち陪り1ょ（平う用成印2紙2つ年つ 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

権，収入2 庫）

2010年度 経理！係 権（会．収ろ入－ ~ 1) 債 現（金平領成収2証2書年原度符） 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 I 畜庫J〕車 （ 害 会計課長

制証年拠本唐〕書等類（平・成計算2許2 2010年度 経理係
（会ろ一02）支

会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出1 JUO 

2010年度 経理係
（会ろ－ 02）支 小預2託切2金手年制原度収符）証（書平liX・ 会計課長 2011年4月l日5年 2016年3月31日電子・紙

書！事（書
会計課長出2 庫）

2010年度 管理係
（会ろ－ 05）国 国び書有保（財存平産成にの関2維す2持年る及文

会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
有財産2 mo 

陪〕

2010年度 管理係
（会ろ一 08）検 会報年計告庭）駁書査（平に成閲す2る2 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

査，監査5 庫）

2010年度 管理係
（会ろ一 04）営

営B書；Wi繕又i~には2を｜そ則隙すの肩るくlj工契本事約及

会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
絡3 び付属合類並び引年 庫）

波陪証〕 （平成22 

2009年度 経理係 管害事（金会3．ろ保管0有6）価保証 保小2官切1金手年領原l!i収符3証（書平成． 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
庫）

管（会金ろ－ 06) 保 振管1政I替金．府街保寄保i管管託血知替金有書通原価．知票証保． 券
書庫（害2009年度 経理係 保管有価証 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

券5 f!H) 
保成管2替1訴年求陪〕書 （平

10 
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司法行政文書ファイル管珂！？お（H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛期米子間子 保満存了則日問 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分圭白

2010年度 経理係 管券（金会3．ろ保管0有6）価保証 保小2切官2金手年領原度収符）百止（帯平．成 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
庫）

2010年度 経理係 ｜管券（金会向，ろ保管O有山価証 保管金受払日計表
会計課長 20"11年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長（平成22年度） ドto

押民収事保物科送物付｝票思滑，抑， 

2010年 用！立係
（会計帳簿）会計 収通貨処整理簿，傍押 会計課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

帳簿6 収物分簿簿， 受 庫）

の成原2記2録年）原 （平

管（会物い－ 08) 保l押＇2則収す3物年る例1の脚規（ に
書庫（書

2011年 用！克係 平成 会計淑長 2012年1月1日10年 2022年3月31日福子・紙
庫）

会計課長

2011年度 管理係
（会ろ一 05）国

建取の物壊処及分し等びに工固関作有す物財る産文の
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

有財産4
書暗〕（平成23年

同｛）

2011年度 符担I!係 査（会ろ－ 08）検 検す升f査平そる及月の成び例他2監検の1査査文年報に書陪告) 関 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長，監査6 庫）

2011年度 管理係
（会ろー I2一

会的計通達に関そすの他るの文時
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（害
会計課長A）雑 陪3〕（平成23年 W) 

2011年度 共済組合係 （会い－ I 0）雑l油陪当連）】 げ（平成山2 3年 会計課長 2012年4月1日10年 2022年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

（会ろ－ 02）支
BIH度頁♀ v m 日計

書庫（書
2011年度 経理係

出 7 表唐〕（平成23年 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙
11to 

会計課長

2011年度 経JII!係 帳（会簿計7帳簿）会計 ｜不（納平欠成如2整3理年簿度） 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日屯子・紙 畜l市j〕車（害 会計課長

2011年度 経理係
（会計帳？む）会計l預娠住託出唐締】金 （小平切成手2等3 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書店（書
会計課長帳簿7 庫）

2011年 共済組合係 帳（会計帳簿）会計 子台摩1帳ども（手平成当又2相3官年 会計課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長簿8 庫）

11 
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司法行政文書ファイル管埋．簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
乙一3、・fi 

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日！日l ｛呆の仔種媒類体 保存場所 管理者 備考I F、.IU:C

中；J~ftノ＼、丈j女貝

i管券（金会4ろー0有6価）1証単l保価時管証的金券涌及に涼びi期保す管る有一 書庫（会計－
2012年度 経理係 ，保管 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

課倉庫）
会計課長

2012年度 経理係
（会ろ－ 0 1）債

歳並汗矧入び又にに債閲はす権そ．のるE副歳止拠本入

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
権，収入4 及び収入に関する 庫）

計成算2書4年の副摩〕本 （平

2012年度 経理係
（会ろ－ 1 2一 雑的事日務・会に計閲2のす4付年る随文

会計課長 2013年4月1日1年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長B）雑 麿主】（平成 庫）

（庶ろ－o3）会 各る｛種一平会時成同的2通等4達年に〕関等す
システム

2012年 管理係
同，会議 1

会計課長 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
ム（シ・書ス庫テ） 

会計課長

シスァム
2012年度 共済組合係 （会いー 10）雑 雑（児童手当） 会計課長 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子・紙 ム（）システ 会計課長

2012年度 用度係
（会ろ－o3）物l吻普成及品2びに4I見年則す積庖）刷書（平出l会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 書店 cm

会計課長品3 庫）

2012年度 用度係
（会ろ－ 03）物 物及る2品承び4認命の年管許令度理，~決に（閲議平す成汚 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長~＝，~ 4 庫）

2012年 用度係
（会ろー 07）保

民物事等保に関51'/Jす，る押そ収の
会計課長 2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

管物2 他4年の文）書 （平成2 庫）

2012年 用度係
（会い一 08）保 ｜民物等事保の閣取扱，い押に収関

会計課長 2013年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長管物 す4年る例〕規 （平成2 庫）

2012年度 共済組合係 B（）会雑ろー 12- 新t 会計課長 20"13年4月1日l年 2014年3月31日電子・紙 畜庫陣】 〔喜 会計課長

（会ろ－ 05）国 一固2有時4財年的産通庭〕達に関（す平成る
シスァム

2012年度 管理係 有財産6
会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （シ書ステ庫〕 会計課長

ム・

査（会ろ－ 08）検l収び（入臨平金時成等の2検の4定査年期書度及】
システム

2012年度 管理係
，監査3

会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
ム（シ・書ステ庫〕

会計課長

12 
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司法行政文，1｝ファイル管理簿 (H24.12.31までに作成したファイル）

作戎 取｜ 分類 名称
｜作成・取得者｜ 起算日 ｜保存｜ 保存期間

｜明野｜保存場所｜管理者｜ 。iii考1 / ＇－事x 「h ／、墓古 ttri日目 主:il:ーア「寸

1993年度 l~~~：FH係 v 1994年4月1日125年 I 2019年3fl31日｜屯子・紙 ｜庫書庫） （書 ｜会計課長企き邑 ， 

1993年度 ｜管理係 宣言~ 1 
v ・1ノ凸｜設備第2J倒工事設｜会計課長 I 19附月1日12s年 I2019年間

1993年度 ｜管理係 生議官
v ・1 ／白 1~·‘；'J~~~；~早諮問｜会計課長 I 1994年4月l日12s年 I 2019年3月31日｜電子・紙 ｜庫書庫） （書 1~計課長

1993年度 ｜管理係 生き邑 ， J •1 I 白 l'i'li気第2｝切工事設｜会計課長 I 1994iF4月1日12s年｜ 2019年3月31日｜電子・紙 1：~ （書 ｜会計課長

1995年度 ｜管理係 生主主 ， v ·11 白 1~~： 1-111-1i~~口··~宗ナ｜会計課長 1996年4月1日123年 2岬叩1日｜電子・紙 1;;$（書｜会計課長

1979年度 ｜管理係 I~孟孟っ v .J j 出｜ウ~~~~すl却·~－＂＇~..＜ I会計課長 1980年4月1日45年 2025年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

2006年度 管理係 ' Z三V VU/  ~』 比三』’同”りた乞 ' I l'.-'I. 1 会計課長 2007年4月1日 10年 2017年3月31日電子・紙 会計課長

2007年度 共済組合係 会計課長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日電子・紙 会計課長

2008年 管理係 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 共済組合係 2009年4月1日 51:f~ 2014年3月31日電子・紙 書Hli（書 ｜会計課長
庫）

2008年度 1m1m係 ｜官金，保管有価証｜証券（平成20年｜会計課長 20Q9i手4月1日 10年 2019年3月31日屯子・紙 書！車（書 ｜会計調i三
庫）

2008年度 ｜経111!係 l~M：品 τ ど l I l只 I~~·（＂＼ i:;会f k「｜会計課長 2009年4月1日5年 2014年3H31日屯子・紙
庫 t百

会計i謀長

13 
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司法行政文書ファイル符理簿 (H24.12 .31までに作成したファイル）

作成・取得者 起算日 期間｜
l/f以＇1~\f~H』 11~~~~.p.I保存場所｜管理者｜ 備考

2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙 k:fl'I'・ ¥Ii三3 会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月l日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 管理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙
i=J εSI 会計課長

2008年度 経理係 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 ．会計課長 2009年4月l日 10年 2019年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理！係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 官I!I!係 会計課長 2010主手4月1日 10年 2020年3月31日l;H子・紙 ｜亘~Iµ ＼百 ｜会計課長

2009年！史 1~mu係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日氾子・紙
言茸戸f.l 1官軍

会計課長

2010年度 経理係 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

2010年度 l経理係 ｜ぷf;/1AI凶作ノ五日 II簿（平成22年 ｜会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日'rli子・紙 書庫（書 ｜会計課長
時）

2010年度 経型！！係
¥Zミロ I'r&<(¥J'/ Z五日』 』’夕子守＂＇＂’ J司自 ＞ニ巴何？ 会計・；謀長 2011年4月1日3年 2011年3J'J31日：せ子・紙 庫 1百 ｜会計課長

1 1 、 2 z c 

（会ろ－ 05）困
玉 の一．

ご日JiCd ｜会計課長2010年度 管理係 用に関する文書 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙三：：；－flf耳民 0 庫）

2010年度 ｜経理係 ｜ぷ嘉PAI・山川J E 川｜簿（平成21年 ｜会計課長 2010年4月1日Is年 2015年3月31日｜電子・紙 ｜書庫庫） （書 ｜会計課長

2010年度 ｜用度係 ロ E
v d ノ 可欠J ：雪＂1 量；~， ~＿＿＿； 当主；：.：~~；：圭IH佳JG ｜会計課長 2011年4月1日Is年 2016年3月31日｜電子・紙 p'Htlf Ci1} ｜会計課長

庫）

2010年度 1m1立係 r:J’E 
v v I 1'/J I 1-!i及び見秘川（平｜会計課長 2011~4月 1 日1s年 初 16年3月31日E1m子・紙 I書叫i廊） （車目 l会計課長

14 
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 f期米存間 保満存了期日間l 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分芸員

F喝『，，、祖手;:r

'T司 J_J世田

2010年度 用度係
（会ろ－ 03）物l跡書2年の副度）関本す（平る計成算2 会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

品6 庫）

（会？碍計帳簿）会計 保簿唐管3（金平成現2金1出年納
シスァム

2009年度 経理係 中長 4 
会計課長， 2010年4月1日5年 20日年3月31日電子・紙 （システ 会計課長

ム・脅底）

2010年度 共済組合係 （会い一 I0）雑 通当達・平（子成ど2も2)手 会計課長 20日年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙 l庫書庫） （書 会計課長 ． 

2009年度 経理係
（会計帳簿）会計 預振年託出陪簿】金 （小平切成手2等1 会計課長 2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙

当／！II（占
会計課長

帳簿7 庫）

1証未官券軍1か，1ら禾目8有ま価で

（会ろ一 06）保
に該当しない保管
金及び保管有価証 書庫（書

2010年度 経理係 管金，保管有価証
券に関する入金連

会計課長 2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙
庫）

会計課長
券9

絡付f書平書，そ時受入手続添
のフ他フ年の文庶】書

（会ろー 06）保
－保管l来管金日皿金保払管z領込替通日:ff止f＇知戸？保， 舎

書庫（書
2010年度 経理係 官金，保管有価証

及び｜玉！庫金振替苦
会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

券7
の年原陪符】 （平成22 

2010年度 管理係
（会ろ一 02）支 ｜予に成し算及関2すのび2溜i年る他額文年麿度．書）繰支（越平出 会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

吉伸（書
会計課長

出5 庫）

｜民物事等1に相関吻す，る押一収時

2010年 用度係
（会ろ－ 07)保 的通達，受領票通， 会計課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

管物 1 押収物国庫帰属 庫）

｜知年）苫 （平成22 

2011年 管理係
（庶ろ一 05）文 l円市文畑す（晋平る一の成脚時2的3通年〕に逮等 会計課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長書 庫）

2011年度 管理係 繕（会5ろー 04）営 ｜営（繕平成に関2す3年る文度）書 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙 ｜｜ 喜庫！〕車 （害 会計課長

2011年度 管理係
（会ろ－ 05）同 び固有保問千五屋にの関維す持る及文

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
吉川｛（苫

会計課長有財産2 書麿〕（平成23年 庫）

15 
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司法行政文書ファイル管理簿 (1124.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保持妹1本 保存場所 管理者 備考『／＼当~;z;

中分類 の種類ノ＂＼../J女自

2011年度 管理係
（会ろ－ 04）営 宮請書陪楢等】負に2（平を関｜す成探るく2工契3事約年 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（{Ii
会計課長絡3 Jill) 

2011年度 用度係
（会ろ－ 03）物 物書成品及2びに31見年却す積度）持る計（平画l会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

害庫（舎
会計課長

1TI'13 庫）

2011年度 川皮係
（会ろ－ 02）支

予し算及のび過増額年度，繰支越出
会計課長 2012年'1FJ1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

出5 に関す3年る文庖〕書 （平 庫）
百世2

歳書類人又に関はすそのる副祉政本l 

20日年度 経理係 権（会ろ－o1）的 並びに｛員権，歳入
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 ~＇ ~/it! CZ＇~ 会計課長

収入4 及び収入に関する 時）

計成算2書3年の冨陪＼本 （平

帳（会計帳簿）会計 支簿陪】出（負平担成行2為3差年’i I ~！~庫（者
2011年度 経理係

簿4
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

2011年度 経理係 l管券〔金会．い保管0有7価）保証l保証ftf管券1金（平問成23価年 会計課長 2012年4月1日10年 2022年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長/Ill) 

2011年度 用度係
（会ろ－ 03）物 物及る2品承び3認の命年管書令度理票）， 決に（議関平す書成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（告
会計課長品4 庫）

0該1か当ら 1い1会まで

（会ろ－ I 2一 にしな計 fil庫（吉
2011年度 経理係 に関するその他の 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 会計課長A）雑

文！な〕書（平成23年
庫）

2012年度 管型H係 ｜繕（会5ろ－ 04）宮 営（絡平成に関2す4年る文度〕書 会計課長 20日年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 音庫~車 （ 晋 会計課長

2012年度 経理係
（会ろー01）債 lj容の変す4員権請の更年る求変の間文陪先．更書】保生，（．全効滅平履，力成附行内の2 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長権，収入 1 141) 

2012年度 用度係
（会ろー 12- i会的計通達に関そすの他る一の時文

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
；！？庫（｛＇~

会計課長A）雑 書陪〕（平成24年 庫）

16 
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司法行政文書ファイル管型Hf存（H24.12. 31までに作成したファイル）

』－，＿μ Q;円 目 L＇－聖百 ζ7 ::ur-

作成・取得者｜ 起算日 1~1 n~ Jll=lJ l不 1-1・%本-V.P.保存場所 管理者｜ 備考
＼了日 の種類

2012年度 用度係
且、J

2013年4月1日1年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長R位、

2012年度 経理係 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日l電子・紙 ｜豆ケ k百 l会計課長

2012年度 共済組合係 会計課ー長 2013年4月1日 1年 2014年3月31日電子・紙 百陣 k百 ｜会計課長

システム

2012年度 ｜管理係 ｜古財産3
”：』応乞‘’－＇"V..IV’』IX』ヲ 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日泣子・紙 （システ l会計課長る文~I~ （平成21} 

ム・害時）

（会ろ一 12一
システ

2012年度 管理係 2013年4月1日 1年 2014年3月31日電子・紙 （システ l会計課長

2012年度 ~~O!H係 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3J-J31日屯子・紙 （システ ｜会計課長
ム・

出口；%（百 111 

1998年度 管理係
（会ろ－ 04）営高千秘支部新営工 会計課長

生~，言ERH r互！~~ ;t.・d、t 1999年4月1日20年 2019年3月31日電子・紙 書l!li（干！？ ｜会計課長
庫）

2000年度 ｜管理係 主主主 , 
v ""J. ／口 l~PI＇~宗ずf~~X~I、｜会計課長 2001年4月1日118年 2019年3月川電子・紙｜智 ω ｜会計課長

2005年度 ｜管理係 ｜管金，保管有価証 1：自主玄＇~お勺込；与｜会計課長 2006年4月1日110年 2016年3月31日電子・紙 書庫（主？ ｜会計課長
庫）

シ；

2006年 管理係
'''"''J7J ・rl~i'l'T'I 1,o;、'J7J システム等官理簿 会計課長 2007年1月1日130年 2037年3月31日電子・紙 （システ ｜会計課長

中長fw 1 

2007年度 共済組合係
1 9 

会計課長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日｜電子・紙 ｜亘~1'1 ＼百 ｜会計課長~ 

2007年度 官JI!!係 会計課長 2008年4月1日 10年 2018年3月31日電子・紙 正著作科 ¥11!苛 会計課長

2007年 管理係 会計課長 2008年1月1日30年 2038年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日 5~1~ 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課ー長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年 管理係
平

会計課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

17 
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司法行政文古ファイル管理簿 CH24.12. 31までに作成したファイル）

呪ー取｜ A 実lr; 名和
｜作成・取得者｜ 起算日 U本lTJYJll:tJ p司q~~メ再三Yi"

保存場所 管理者 {fill考-1.-／＼..肇 rh／＼.肇苫

了日 の種類

2008年度 ｜経理係 ｜管金，保管有価証 l証券7 （平成201会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（苫

会計課長
庫）

2009年度 l用度係 は』 t v '-Jλ ｜う話出lす~~会手｜会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 ｜経理係 LU c 
v '-,I λl左足＼v' I同』 vi会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 経理係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2010年度 ｜管理係 I ，~~~っ U J j 間 1 ；：出：.＇~~vi;今思｜会計課長 2011年4月1日Is年 2016年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 Uf
fill) 会計課長

2010年度 ｜管理係 l~~~c り d ，／出｜一時的通達（平成｜会計課長 2011年4月1日Is年 2016年3月31日｜電子・紙 ｜苫庫庫） （古 ｜会計課長

2010年度 ｜管理係 I~~；二守 U J j 凶｜に関する文：I} （平｜会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 i，庫（：.， l会計課長
！市）

2010年度 経理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙
ー庫 1百

会計課長
ii: 

2010年度 官！.＇ll係 会計課長 2011年4J~j 1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（：！？

会計課長
時）

2009年度 ｜経理係 ｜管金，保管有価証｜立た~昆与：定~~~~~ I会計課長 I 2010年4月1日Is年 I 201s年3月31日｜電子・紙 1庫3時） （占 ｜会計課長

2009年度 ｜経3里係 lぷ芸可 ＇Y.l'(,¥"f",I z::;;川｜出簿（平成 21年｜会計課長 I 2010年4月1日Is年 I 201s年3月31日｜電子・紙 ｜庫f'f席） （力 ｜会計課長

2010年度 ｜経理係 ｜管金，保管有価証 I~~： ~1~；~~：＇~1以：~~~I会計課長 I 2011年4月1日Is年 I 2016年3月31日｜電子・紙 1；車山）市（ヨ： ｜会計課長

18 
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司法行政文書ファイル管理！簿（H24.12.31までに作成したファイル）

得作成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了則日｜削 保の存穏媒類体 保存場所 管理者 備考，、u‘4 ・ 中分類ノ＼.＿ Jj士回

（会ろ一 06）保 保価管証金券及にび関保す管る有ー
ti}庫（書

2010年度 経理係 管金，保管有価証
時2的年通度達） （平成2

会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 /•If) 会計課長
券4

2010年度 管理係
（会い－ 01）会 例会庶計規1一（般平成に関2す2年る 会計課長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

計一般 庫）

1負日百にm関lす田のる工契事約書訪

2010年度 管理係
（会ろ－ 04）営 又はその副本及び

会計課長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
絡2 付属書類並びに引 庫）

波庶〕証 （平成22年

2011年 用度係 （会物ろー 07）保 「物他1割等の年】文』に問こ閲．川1呼｝問す（平る抑そ成の2 会計課長 2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
管 2 時）

（会ろ－ 07)保
民票事，押保官収吻物党受領問

書庫（書
2011年 用度係 票，押収物国庫帰 会計課長 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 会計課長

官物 l
属1通年〕知書（平成2

/110 

2010年度 用度係
（会い一04）物 ｜物年る品例Hf規】の管（理平成に関2す2 会計課長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙 書庫庫） （書 会計課長nに口l 

2011年度 官JH!係
（会ろ一 05）国 算凪2有書3財年の産度日lj摺本】減（等平計成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日m子・紙

書庫（書
会計課長

有財産 1 庫）

2011年度 管理係
（会ろ－ 05）国

題財初産のの新取築得等に国関有す
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

有財産3 年る文度）書 （平成23 庫）

2011年度 管理係
（会ろ－ 05）国 用｜事（｜有に平t成期町産す2のる3一文年時書麿使〉 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 書庫庫） （書 会計課長有財産8

管瀧t会金い 0有7価）保証 保証陪管券1金（平．成保2育2有年価 書庫（書
2010年度 経理係 保管 会計課－長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙

庫） 会計課長

2011年度 共済組合係 ~〕会雑ろー 12- 雑（平（子成ど2も3手年度当）） 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 会計課長

19 
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司法行政文言？ファイル1~~Jil!fお CH24.12 .31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了！切日削 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考，、....
中分類ノ＼.JJ士回

債の権請求の発，保笠全，履，竹内

20日年度 経理係
（会ろ一 01）的 容の変更び，効力の 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

m1,H en 
会計課長

権，収入 1 変更及消滅に関 庫）

す1年る文f的書（平成2

（会ろ－ol）的 ちょ平う用成印2紙3つ年づ 書W Ci.'f 
201 1年度 経理係 権，収入2 l陪り〕（ 

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
庫）

会計課長

20日年度 経理係 出（会4ろ－ 02）支 l示年達度）表 （平成23 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 畜庫庫） （書 会計課長

ト証釆券官軍1・か探ら官8有ま1で曲

（金会ろ－o6~tl 保
に該当しない保管

2011年度 経理！係 管 ，保管有 Ii証 金及び保管有価証
会計課長 2012年4月1日3年 20IS1-i~3月 31 日 氾子・紙

書庫（合
会計課長

券9
券絡付f書書平に．閲そ面受すの？.他る入1入手の年金続文唐連】添書

同0

2011年度 経理係 ｜管券l会金日．る保ー管0有6）価保証 保管金受払日計表
会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙

市Jill（ ~I~ 
会計課長（平成23年度） 庫）

2012年度 経理係
（会ろー 02）支 ｜預小2託切4金手年原領度符）収証（持平成・ 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫（丹
会計課長

出2 庫）

1~確ま，で収に入該当l かしな'=> 
い｛立権．歳入及び
収入に関する債権

2012年度 経理係
（会ろ－o1）偵 現在額通知書，歳

会計課長 20日年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙
書庫（、！？

会計課長
権，収入6 入徴び収済額報告苫 庫）

及歳入決算純計
額報告書の副本及

びf車その同他フのA文隼書降、

1管3揖守官金託金受川提入．通政出－.－－，書保． 
（会ろー 06）保 託 ． 知府保管 11ff1fl （；＇~ 

2012年度 経理係 管金，保管有価証
有保浦価管知証有書券価拠出書，

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
庫）

会計課長
券 1

証券受入

（会ろ－ I 2一 システム
2012年度 共済組合係 A）雑

雑（児童手当） 会計課長 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 ム（〕システ 会計課長

20 
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司法行政文書ファイル管理簿 CH24.12 .31までに作成したファイル）

作得成年度・収等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保WJ存悶 保満干子了j羽日I剖 保の存穆媒類体 保存場所 管理者 備考，、．． 
中分類ノ＼..J』安回

（会ろー 06）保 ｛保代揺官代金金金保受払：－Ll：嗣込鋳通~~苗知．． 力保
書庫（苫

2012年度 経J!l!係 官金，保管有価証 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3刀31日？日子・紙 会計課長
券7 及のび原待国庫金振替書

庫）

模5査ま，で院に宣該当lかしなら

2012年度 用度係
（会ろ一 08）検 い検査及び賠査に

会計課長 20日年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
査，監査6 関する月例検査報 庫）

~平~I ｝そ日？の？他A年の文陪〕書

t民IJI収事物保官送吻付j票~jt湖．押， 

2012年 用度係 帳（会計帳簿）会計 収通貸出盟約，傍fljl 会計謀長 2013年1月1日5年 2018年3月31日屯子・紙
11Hftl (,.'} 

会計課長
簿6 収物処分簿， 受 賄）

の原記録i手原）簿（平
fi} 2 4 

2012年度 共済組合係 BC）会雑ろ－ I 2- れ （平成財形2貯4年蓄
M〕 会計課長 2013年4J:J1日l年 2014年3fJ31日：日子・紙 膏庫庫〕 （書 会計課長

（会ろ－ 05）国 公に成務閲2す員4宿年る庭舎文書）の貸（与平
システム

2012年度 管理係 有財産7
会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ 会計課長

ム・書庫）

（会い－ 05）営 営絡に閲する例規 システム
2012年度 管理係 繕 （平成24年度）

会計課長 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子・紙
（シヨスMテ1n 

会計課長
ム・

（会ろ一 04）営
｜｜営延繕岡支（設白r~計庁合凶新由）営

書庫（書
1992年度 管理係 電気第 l期工事設 会計課長 1993年4月1日26年 2019年3月31日電子・紙 会計課長

繕 1
計ぽ）図 （日目和37年

庫）

1994年度 管理係
（会ろー 04）営 岱高事（絹千関昭秘和係c文綴＇：計部9l新1そ剖1三営1のIr的I)) 工1 会計課長 1995年4月1日24年 2019年3月31日電子・紙

書庫（：；！｝
会計課長繕 l 庫）

1983年度 管理係
（会ろー 04）営

：：日3問車築向両附工し裁事者設記計，ス録凶延ロ庫印ー岡）等支プ
会計課長 1984年4月1日30年 2014年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長総 1 日I~身附 /110 

工陪1事 。！日和58年

2004年度 管理係
（会ろ－ 04）営 特和0別~年修3 繕年度度）工事．平（昭成 会計課長 2005年4月1日IO年 2015年3月31日電子・紙 3庫 CH

会計課長絡 2 1•10 
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司法行政文i'fファイル管理！？等 (1124.12. 31までに作成したファイル）

"' 
作成・取得者 起算日

1~1J・ 1~1YHfll 日J 川三1T'Mζドト 保存場所 管理者｜ fJiti考｝別間 、（1 了日 の種類

2005年度 管理係
＼よ：；，.v 会計課長 2006年4月l日 10年 2016年3月31日電子・紙

者庫（書
会計課長

出 E主主、

2005年度 共済組合係 会計課長 2006年4月1日 10年 2016年3月31日電子・紙 会計課長

2006年度 管理係 会計課長 20・07年4月1日 10年 2017年3月31日電子・紙 会計課長

2006年度 用度係 会計課長 2007年4月1日 10年 2017年3月31日電子・紙 会計課長

2008年 用度係 会計課長 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3FJ31日'i'Li:子・紙 z去三宮、 会社課長

2008年度 経llll係 会計課長 2009年4月1日5年 201'1年3rJ3I日｜屯子・紙 l~~q五九百 ｜会計課長

2009年度 経理係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日｜電子・紙 ｜出ケ U二i ｜会計課長

2009年度 管理係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 管理係 2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 r~I11l係 2010年4月1日5年 2015年3月31日屯子・紙
~ 会計課長

本 • z:;; 

らllまでに該当

2009年度 経JH!係 （会ろー 12一 しない会計に閲す会計課長 201 （）年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
A、Nf: 又 －lllel'Y.1！雨沌忌 /if!) 

2008年度 経理係
'z;ii;J.11 ・r.ll(; d守'1'/ Z瓦ロ』 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 庫九百 ｜会計課長
？百7

2009年度 経111！係
（会ろー 01）債

会誌｜訳長 2010年4月1日5年 2015年3月31日・.u子・紙 書庫（計 ｜会計課長
土佐 山71. つ ！車）

2009年度 ｜経理係 U』 C
v c-／ λ ｜原符，振替済通知｜会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日111子・紙 書庫（空？ ｜会計課長

/ij{) 
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， ， 
司法行政文洋 ファイル管Jlf!y部 (H24.12.31までに作成したファイル）

f'r~兄 取｜
之、類 名称

｜作成・取得者｜ 起算日 I/I'三1T 1'1'1"J'J~Jll·IJ PT三1~1・%神ミv~ 保存場所 管理者 備考E ，、遁t Fト，／ ＼.事

！羽問 ＼了日 の種類

2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 官1rn係 会計課長 2010年4月l日 10年 2020年3月31日1日子・紙 百 I早 1百 ｜会計課長

7 で

2010年度 経理係
（会ろ－02）支 に該当しないその

会計課長 2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長w.o l1hn、てケ：＇ft {filr,l;っ 庫）

2010年度 l経理係 l~tip~ 山山品川｜長；市s;,· ~~詰J.L I会計課長 2011年4月l日5年 2016年3月31日電子・紙 吉庫（日 ｜会計課長
庫）

2010年度 経理係
t明 3ノ、』晶司且ユ’」ニf'¥T 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 出ケ 1百 ｜会計課長

』

2009年度 用度係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2010年度 経理係
， 

会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 LJ 

会計課長

2010年度 経理係 A 会計課長 2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

の
取犠し，樹木の伐

書庫（書 ｜会計課長2010年度 ）~fl1H係 ~！~~o 5）国採等国有ft{1!tlの処会計課長 2011年4月1日5年 201G年3月31日屯子・紙
庫）

2010年度 ｜管理係 I~孟孟 0 u v／凶 l固有財産lこ関する 会計課長
η他の文書（平

2011年4月1日3年 2014年3月31日電子・紙 書庫庫） （書 ｜会計課長

11二 』iI, 

管金受入通知力．

間 06L(~1寄間政府保管
2Ql I年4rJ1日Is年 201G年3月31日｜｜｜屯子・紙 ｜｜｜庫書庫） （害’ ｜会計課長2010年度 ｜経理I!係 ｜官金保管有価証有価員削出九｜会計課長

券 1 保管知有価証券成受入
通 t~~ （平 22 

（会いー06 ）国｜図書~lJl!iこ｜
2010年度 ｜管理係 2011年4月1日110年 I 2021年3月31日I電子・紙 ｜｜庫書庫） （立u主 ｜会計課長｜有財産 関する例規（平成会計課長

2 2年麿〕
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， ， 
i司法行政文Nファイル管叩！？奇（H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 ｛栄満子7了・w日m日 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考
大分類 中分類

2010年度 管理係
（会ろー II ）会

i結議事果録報又告書は会，会議寺議
会計課長 2011年4月1日3年 20日年3月31日電子・紙

書庫（古
会計課長

同，会議 l等年資陪料〕 （平成22 mn 

2011年度 用度係
（会ろ一 12一

会的通計－達Lこ｜そ対すの他る一の時文
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

A）雑 書（平成23年 庫）
民f〕

201 1年度 管理係
（会ろ－ 08）検lす検f平蹴る一成び時2悶的3通.$達：音こ閲) 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

1＇｝吋I（書
会計課長

査，監査2 庫）

201 1年度 管理係
（会ろ－ 08）検 報会年計告tifl駈書査（平lこ関成す2る3 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（害
会計課長

査，監査5 庫）

2010年度 経理係 i帳（簿会計7帳簿）会計 預I后託I-Hi
~・小切手等 会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 喜固子ま庫） （書 会計課長

2011年度 経理係 ｜権（会．収ろ入－~ 1) 債 1J.>1 
：’平:rn::11目i：収2証3書年店庭｛符〕 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 奮直庫〕 L菅 会計課長

2011年度 経理係 管券（会金3．ろ保管0有6価）保証 1~~保恒小2官酪切3 金手年嗣原庭収符〕目枇l止t（平成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
！市）

（会ろ－ 06）保 保保管管金金提受入出通者投知び~ 書庫（書
20日年度 経理係 管金，保管有価証

年の原l的符（平成23 
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

券6

文に該出当Iかしなbい7支まで出

に関する支出済額

純予報高請文住lj算告計求、本書額過．占··~，報不控国平h足庫告成そ長ili決算び
2012年度 経理係

（会ろ一 02）支 i雪及
会計課長 20日年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

出8 調苫の 庫）
金J辰込
の他の
2 4 

2012年度 経f盟｛系 出（会4ろ－ 02）支 示年達度）表 （平成24 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 書庫原〕 （書 会計課長

2012年度 川！立係
（会ろ一 03）物 ｜初修品理品受献等領訪i＇~薗求そ，書の物．他品物の

会計課長 2013年~rJ 1日1年 2014年3J~J31日 ~；u子・紙 書庫（書
会計課長品8

文庶書〕 （平成24年
庫）
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司法行政文書ファイル管翌日簿 (1124.12. 31までに作成したファイル）

得1'F成年；度・局等叉 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 f期米千間子 保満存了則日問 保の存種立！類？日本 保存場所 管理者 備考，、孟肱~

中分類ノ＇＼ J』；大只

2012年度 用度係
（会ろ－ 02）支 1予し算及のび増過額年，度繰支越出

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（さ？

会計課長
出5 成に関2す4年る文度書） （平 同n

2012年 Jlj皮係
（会ろ－ 07)保

l民物的事等通問達Iこ関，す受領る押一票収時， 

会計課長 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（苦

会計課長
管物 1 押収物国庫帰属通 庫）

｜知年〕書 （平成24 

（会ろ一 08）検
｜検す査る及月例び監検査査報に告関 システム

2012年度 管理係
査， 'Nii査6

脅（平その成他2の4文年書庭〕
会計課長 20日年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙 （システ 会計課長

ム・書庫）

（会い－ 03）支
歳知（平出に，1成則支す2出る4及例年刻び度予） 

シスァム
2012年度 官庁IJ!係

出
会計課長 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ 会計課長

ム・書庫）

（会ろ一 04）営 官請結負に2を関除するく工契4事約年 システム
2012年度 管理係 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ 会計課長繕3 書ltf等1 （平成2 ム・：.＇｝！•lO

1987年度 管理係
（会ろ－ 04) 'iヨ

営都f繕城昭支和（設部6宿計2舎凶年新庭由）〕営 会計課長 1988年4月1日30年 2018年3月31日電子・紙
書庫（，！？

会計課長
繕 l 庫）

2005年度 管理係
（会い一 01）会 ｜会例陪計規】一（般平成に関1す7年る 会計課長 2006年4月1日10年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

計一般 庫）

2005年度 管理係 繕（会い－ 05）営 営（繕平成に関1す7年る例度）規 会計課長 2006年4月1日10年 2016年3月31日電子・紙 書庫庫〕 〔膏 会計課長

2006年度 管理係 出（会い一 03）支 支陪〕出 （平成 18年 会計課長 2007年4月1日10年 2017年3月31日電子・紙 ｜｜書庫庫〕 （書 会計課長

菅券〔会金い 0有7）価保証 保証庶官券1金（平，1成氷匡1骨81年凹 書庫（倉庫
2006年度 経理係 保管 会計課長 2007年4月1日10年 2017年3月31日電子・紙

等）
会計課長

2007年度 官型I!係 主善（会lろ－ 04) 営 l営年繕I的1 （平成 19 会計課長 2008年4月1日30年 2038年3月31日電子・紙 書臨庫） 〔害 会計課長

2008年度 管理係 査（会．慌ろ資一~ 8) 検 llW成査2'o監年査度〕3 〔平 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 害庫庫） （書 会計課長

2009年度 共済組合係 （会いー 10）雑
泊達（平成21年

会計課長 2010年4月1日10年 2020年3月31日電子・紙 書庫庫） （書 会計課長

（会ろ－ 03）物 ｜物書年品冨陪体】に閲（す平る計算 書庫（書2009年度 用度係
品6 成21 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

25 



‘「 r 

司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

ZS要吉 万型F

作成・取得者 起算日
l不 n・ l不1-r1~111=U 保n－~ミ仲保存場所管理者｜ 備考

1-Jj;之 期間 満了日 の種類

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
席）

2008年度 経理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 経理係 k平 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
百

会計課長
、，

20 
2008年度 経理係 会計課長 2009年4月l日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 用度係
平 J 2 0 

会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2009年度 管理係 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2010年 管理係 会計課長 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 会計課長

2009年 ｝｜］皮係 会計課長 20.10年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 会計課長

2010年度 経理係 会計課長 20日年'1rJ1日5年 201G年3月31日電子・紙 会計課長

2010年度 ｜管理係 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

（会 ）保 亘，ひ米日 J

2009年度 ｜経理係
ろ－ 06 価証券ド関するー

2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 :H｝庫（書 ｜会計課長
｜管金，保管有価証時的通達」（平成2 会計課長 庫）
券 4

2010年度 l用度係
｜（会ろー I2-

｜花関与三編詰｜会計課長 20111:f:.4月1日Is年 初 16年3月31日I電子・紙 I書庫庫） （書 ｜会計課長A）雑 、＇＂＊＂ ＇：；乙庁、／tl，，.，司、守a，・← I~

2010年度 ｜共済組合係 しよ三史』限川J z:.:111 Iてと2王子 i..－.－肌｜会計課長 2011年4月1日Is年 2016年3月31日｜電子・紙
胃F巨k百

会計課長

2011年度 ｜管理係 I~でつ一 uι ノ λ ｜的通達（平成 231会計課長 2012年4月1日Is年 2017年3月31日｜電子・紙 会計課長

2011年度 ｜用度係 ｜仁~~0-u JJ 切｜書の副本（平成2I会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 書庫（書 ｜会計課長
/110 
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司法行政文書ファイル管理！？等 CH24.12.31までに作成したファイル）

従作成年度・収等：
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保！羽存｜剖 保満存了則日問 ｛米の仔種媒類｛本 保存場所 管理者 備考， 、品民」ー・

中分類ノ＼..JJ'I:ロ

2010年度 経理係
（会計帳簿）会計 保H出Z】有簿金（平小成切2守2二磁年 会計課長 20日年4月l日5年 2016年3月31日泡子・紙

書庫（苫
会計課長

帳簿7 庫）

2011年度 共済組合係 帳（簿会計9帳簿）会計 子2ど3年も干庖〕当 t平成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 吾庫l〕車 （ 膏 会計課長

祉扇年lj拠度本）密等矧（平・計成界2沓3 2011年度 経理係
（会ろー 02）支

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出1 mo 

20日年度 経理係 帳（会計帳簿）会計 慣整整｛確理理平簿官簿成埋：2徴滞徴3収収，年停簿1厄n確） 止 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
簿3 庫）

2011年度 経型I!係 （会計帳簿）会計 保f庶a管】（金平小nx切2手3振年出 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3J131日7日子・紙
書庫（書

会計深長
帳簿7 庫）

検5査ま，で慌に査該当lかしなf::> 

20日年度 ！日度係
（会ろ一 08）検 い検ft及び防1'.tに

会計総長 2012年4月1日3年 2015年3月 ~1 日 電子・紙
,%H C i1t 

会計課長
査，監査6 関する月例検査報 庫）

告（平苫そ日Eの7他1年の文I官〕,,I} 

2011年度 共済制！合係 （会いー 10）雑 ．財（平形貯成蓄23（例if.:f 〕 会計課長 2012年4月1日10年 2022年3rJ31日'dl子・紙 膏11H庫） （書 会計課長

20日午.／立 nI11!係 （会ろ－ 05）図 国閲2有す3財年る産文1音の〕・' t取（得平に成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日・m子・紙
~！~時（:t'}

会計課長 ．． 

有財産3 庫）

2012年度 経理係
（会ろ－ 02）支 ｜支的年通庖出】達に関（す平成る一2時4 会計課長 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

出3 庫）

2012年度 JIJJ.U係
（会ろ－ 03）物 l物書~·品．平官管送山‘Hll像協調議 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日1日子・紙

~J!lt C!} 
会計課長

品5 付2通4知年；＇宮lf 〕
庫）

2012年度 用度係
（会ろー 12-

会成lこ計関2のす4付年る随文！の的丹事（務平 会計課長 20日年4月1日l年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
B）雑 庫）

2012年度 共済組合係 l帳（会箔計9帳簿）会計 会計帳簿9 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 そ世手の他当〕（児 会計課長

（庶ろ－ 05）文
門す｛書平る一の成取時2扱的4通い年達）に等関

システム
2012年 ）~＼； J'I!係 会計課長 2013年1月1日5年 2018年3月31日市子・紙 （システ 会計課長

書 ム・書庫）

2012年度 共済組合係 B（）会雑ろ－ I 2- 新t 会計課長 2013年4月1日1年 2014年3月31日電子・紙 臨；•f仰） （君 会計課長

27 



r マ

司法行政文·I＇~ファイル代理｜！？お（H24.12 .31までに作成したファイル）

ト＿ Tio I L~、紫i11 ベY手Ir

作成・取得者｜ 起算日
p水n・ 1~1-J~HtW:U 1木1J·~水門λ

保存場所｜管理者｜ 備考
jU］問 ＼日了日 の種類

システム
2012年度 w;1m係

司、r;;’J u J)  ~ニ~
の処分に関する文 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ ｜会社i課長

有財産4
？！？（平成24年 ム・書庫）

システ
2012年度 管理係 会計課長 20日年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ ｜会計課長

2012年度 管理係 会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙 会計課長

2012年 経理係 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（苦

会計課長HO 

システ
2012年度 ｜官理係 ｜（会いー 10）雑｜に関する例規（平｜会計課長 2013年4月1日110年 2023年3月31日｜電子・紙 ｜（システ ｜会計課長

ム・書庫

システム
2012年度 l~~rnH係 生諮っ U せ J 凸｜塁行':J ふう~~~－··r I会1？十課長 2013年りjl日 10年 2023年3月31日電子・紙 （システ ｜会計ぷ以

ム・書庫）

2005年度 共済組合係 会計課長 2006年4月1日 10年 2016年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 20H年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 用度係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 !.=I 会計課長

2008年度 用度係 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 位里H係 2009年4月1日5年 2014年3月31日・m子・紙 会計課長

2008年度 n：型H係 2009年4FJ1日 10年 2019年3月31日？日子・紙 会計課長

2008年度 管理係 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 管理係 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 会計課長

2008年度 共済組合係 2009年4月1日5年 20日年3月31日・.ti:子・紙 会計課長

2009年度 n11n係 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日i日子・紙
ιj  

会計課長
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司法行政文THファイル特別！？事 CH24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分類

（小名分称類） 作成・取得者 起算日 ｛！羽栄作rm 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管Im者 結ti考
大分話 中分類

2009年度 管理係 出（会3ろ一 02）支 ｜支的通出達に附る一時 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 i庫Jt／〕ili （書 会計課長

2009年度 用度係 ~会）雑ろー 12- 雑（平・成その2他1年の文度）台 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 1直Hi〕n （司 会計課長

2008年度 経理係 管券（会金1，ろ保管0有6価）保証 I~保附証王誕約mf.j 券ffi官f)l （平成20 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

2008年度 経理係 ｜管券（会金2．ろ保管0有6）価保証 幌同｜年正管券f的金2'（保平官成有2価0 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（害

会計課長
庫）

2008年度 経理係 出（会7ろ－ 02）支 支年I出的7 （平成20 会計課長 2009年4月1日5年 2014年3月31日電子・紙 畜店！〕車 （ 書 会計課長

枇I附，ilJ拠本3響（矧平成・計2算1書年2009年度 経Jll!係 （会ろ－ 01）伯
会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙

古庫（書
会計課長

権，収入4 庫）

2009年度 管E盟係 ｜有（会財産ろ一60 5) !Ji ~五l千H寺i財的政通達に｜却する 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日電子・紙 首臨席〕 （再 会計課長

2009年度 ~~~Jill係 杏（会．監ろ杏ー~ 8) 検 l報会計告監書査に関する 会計課長 2010年4月1日5年 2015年3月31日屯子・紙 膏庫~車 （ 書 会計課長

2009年度 経f里係 出（会5ろ一 02）支 ｜予：，立官q界】支（の平出棚成lこ閲2，す1過年る年文 会計課長 2010年4月l日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
庫）

蔵3人~·i又に閲はすそのる百副It拠本

2010年度 経理係
（会ろ－ 0I）伯 並びにm権，歳入 会計課長 2011年4月l日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長

権，収入4 及び収~~入の年副にm=閲1本する
庫）

計日P算2 （平

2010年度 経理係 出（会4ろ一 02）支 l示年達陪〕表 （平成22 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙 ｜害庫陣】 （害 会計課長

2010年度 経Jiil係
（会ろ－ 02）支 ｜予度算支の出増に額関す，過る年文

会計課長 2011年4月1日5年 201G年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出5 7陪1：〕（平成22年 庫）

符：且；！花．符金｜．主l払j振i}I金込併苗振済i替通京書知
2010年度 経I'H係

（会ろ－ 02）支
会計課長 2011年4月1日5年 2016年3)-=J31日：世子・紙

：！？庫（書 会計深長
出6

？陪！？】（平成22年
庫）

（会ろー 04）営 営的年織通ftJ達】に関（す平る一時 書庫（書
2010年度 管理係

存者4
成22 会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

l市）
会計課長
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・収等 分類
（小名分称類） 作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了月日j閲 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考大分話 中分類

｜初品認の管書理，決に議関す書
2010年度 用度係

（会ろ一 03）物 る承
会計課長 2011年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長1W1せA 及び命令票（平成 時）

2 2年陪〕

2010年度 経理係
（会ろ－ 02）支 ！及予界び過の増年度加支，線出越に

会計課長 20日年4月1日5年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出5 関する文書（平成 庫）

2 2年l的

帳（会計帳簿）会計 1出木官納金簿 （平当座成損2金1 
システム

2009年度 経理係 会計課長 2010年4月1日5年 20日年3月31日電子・紙 （システ 会計課長
簿4 ｜年麿〕 ム・書庫〕

2010年度 管理係 ｜繕（会い－ 05）宮 ｜営（繕平成に附22年る例度〕規・会計課長 2011年4月1日10年 2021年3月31日電子・紙 会計課長

2011年 管理係
（庶ろ－ 03）会 1-0る団一会時的同通等達に等関守

会計課長 2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
同，会議 1

（平成23年） 庫）

2011年度 管理係
（会ろ－ 05）図 一国有時財的産通達に関（す平成る

会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
有財産6 2 3年唐〕 時）

2011年度 管理係
（会ろ－ 05）国 ｜公~こE務関2す的3年る文市】の~貸（平与 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（丹
会計課長

有財産7 庫）

2011年度 管理係 （会ろ－o8）検 l収び入臨金時寺の検の定査期舎比
会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

書庫（害
会計課長

査，監査3
（平成2~年度） 庫）

20日年度 管理係
（会ろ一 02）支 ｜支他出の文に書関す（平る成その2 

会計課長 2Q12年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長
出8 3年唐〕 庫）

2011年度 経理係 帳（簿会計4帳簿）会計 支2出3決年定度汚） 〔平成 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙 庫f干庫） （丹 会計課長

（会計帳簿）会計 前簿庶渡1（平17.l成’口2・F；年刷 書庫（雪2011年度 経理係
帳簿4 会計課長 2012年4月1日5年 2017年3月31日電子・紙

庫）
会計課長

2011年度 経理係 ｜帳（会簿計1帳1簿）会計 予（算平事成項2管3理年簿度） 会計課長 2012年4月1日3年 2015年3月31日電子・紙 膏庫庫〕 （畜 会計課長

20日年度 管理係 （会い一 03）支
｜歳算｛出平に関成支す2山る3例年規度予） 会計課長 2012年4月1日10年 2022年3月31日電子・紙

書庫（書
会計課長出 庫）

2012年度 経理係 （会ろー 01）償
「容の曜請のの求変発，更生保，全効履，力行の内

会計課長 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書

会計課長権，収入 1 変更及び消滅に関 庫）

す4年る文麿）書 （平成2
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司法行政文書ファイル管型Hr部（H24.12. 31までに作成したファイル）

2012年 管理係

2012年度 経理係

2012年度 管理！係

2012年度 管理係

2012年度 管理係

2012年度 管理係

（会い－ 07）保
管金，保管有価証
券

（会ろ－ os)rn1 
有財産2

作成・取得者

会計課長

会計課長

31 

r 

起算日

2013年1月1日11年 2014年3月31日｜電子・紙

2013年4月1日110年 2023年3月31日｜電子・紙

2013年4月1日15年 2018年3月31日｜電子・紙

2013年4月1日15年 2018年3月31日｜電子・紙

2013年4月1日110年 2023年3月31日｜電子・紙

2013年4月1日15年 2018年3月31日｜電子・紙

mm-c c古
庫）

システム
（システ

ム・書庫）

管理者 備考

会計課長

会計課長

会計課長

会計課長

会計課長

会計課長



， 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

アl、
作成・取得者

2013年度

2013年度

2013年度

2013年度 会計課長

2013年度

2013年度

2013年度 会計課長

2013年度 会計課長

2013年度 会計課長

2013年度 会計課長

2013年度 会計課長

2013年度 '"" .-P』 n r-~ r.h:、会計課長

京・凶理。13年度 ｜ 則，規程，通達及 （会い一 05）営 営繕（平成25年 ｜会計課長
び告示の制定改廃 繕 度）

2013年度 ｜ （会・管理）会計
京ろ一 09 予 予 n 

算執行職員等（補 （補助者任命書） 会計課長
（事務）

2013年度 会計課長

2013年度 J宅t.-"11.(r、 n r-~ r.h:¥ 会計課長

起算日

， 
「呆イ子

期間

2014年4月1日15年

2014年4月1日5年

2014年4月1日3年

2014年4月1日5年

2014年4月1日5年

2014年4月1日5年

2014年4月1日3年

2014年4月1日5年

2014年4月1日1年

2014年4月1日5年

2014年4月1日5年

2014年4月1日5年

2014年4月1日110年

2014年4月1日3年

2014年4月1日5年

2014年4月1日5年

保存場所｜管理者｜ 備考

2019年3月31日｜紙 書庫 会計課長

2019年3月31日電子・紙 書庫 ｜会計課長

2017年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2017年3月31日紙 未設定 会計課長

2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2015年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2019年3月31日電子・紙 書庫 ｜会計課長

2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2024年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 l会計課長

2017年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2019年3月31日寿氏 未設定 ｜会計課長



F’ マ
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作得成年度・取等
分類 名称

作成・取得者 起算日
保存 保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日 の種類

2013年度 （（会事務・経）理） 会計 会計帳簿 不（納平欠成損2整5理年度簿） 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2013年度 （（事会務・用）度） 会計 ~会）雑ろ-12- 用－A度） 去（倖会ろ－ 12 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長

（会・用度）会計 （会ろ－ 03）物
物品の管理に関す

20日年度
（事務） 品（連絡文書）

る一時的通達（平 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長
昨 25年度）

2013年度 （（会事務・管）理） 会計 繕（会ろ一 04）営 営繕（平成25年
会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子・紙 書庫 会計課長度）

（会・管理）会計 （会ろ一 0事8）故検報 検報査告， 監査 ｛事故
2013年度

（事務）
査，監査（ 書） （平成2 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長
告書） 5年度）

（会・経理）会計
（会ろ一 01）債

債入｛権平（連成，歳絡2文入5及書年度び）収） 20日年度
（事務） 権（連，歳絡入文及書）び収入 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

（会・経理）会計 ~会（ろ一 0類2~ 支 支出害（証副拠本書）類（， 
2013年度 出証拠書 計 計算 平 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長

（事務） 算書副本） 成25年度）

2013年度
（会・経理）会計 切管（会金手領原ろ収符証0書6~ 保小 保小2管切5金年手原領麿収符｝証（書平成． 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日来氏 未設定 会計課長
（事務）

管券（会金（連，ろ保絡管支0有書6）価）保証 保証｛管券平金成（連，2保絡5管年文有度書価） ） 2013年度
（会・経理）会計

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長
（事務）

（会・官理j 規

2013年度
員IJ，規程，通達及

（会い一 10）雑
雑（平成25年

会計課長 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 書庫 会計課長
び告示の制定改廃 度）
等

2013年度 （（会事務・経）理） 会計 会計帳簿 年徴収度）簿 （平成25 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日持氏 未設定 会計課長

2013年度 （（会事務・用）度） 会計 箪（会ろ－ 0 2）予 予唐算） （平成25年 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

（会ろ一 03）物
物品の管理に闘す

2013年度
（会・用度）会計

品（承認、書，決議
る承認書及び見積

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長
（事務）

書，命令票）
書（平成25年
摩〕

（会・用度）会計 （会ろ一 03）物
物品に関する計算

2013年度
（事務） 品（計算書高lj本） 書5年の度副本） （平成2 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日来氏 書庫 会計課長

2 



マ： マ
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

y、
作成・取得者 起算日 呆イ子｜ P'Tミ1寸・ffil同J I＇七三官 1保存場所｜管理者｜ 備考

期間 泊三z・7 口

口口 』.,... 

2013年度 （（会事務・用）度）会計 （会ろー 03）物 請等求請書求書，物，物品修品理受会計課長 2014年4月l日l年 2015年3月31日｜紙 ｜書庫 ｜会計課長

2013年度 ／〉乙主』主ケJ僧五位J :z:;;n1 I査， 監査 （実地検｜検査） （平成 251会計課長 2014年4月1日15年 2019年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 ｜会計課長

20日年度 算執行職員等（連 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

20日年度 会計課長 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2013年度 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計謀長

20日年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月l日l年 20日年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

京・目理

2013年度
則，規程，通達及 （会い－ 0 1）会 会計一般（平成2｜会計課長 2014年4月1日110年 2024年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 ｜会計課長
ぴ告示の制定改廃 計一般 5年度）

20日年度 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 書庫 会計百県長

20日年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計百県長

2013年度 ｜ （会・経理）会計
（事務）

会計帳簿 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長

3 



‘「 マ
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

取｜
’L類 名称

｜作成・取得者｜ 起算日 ｜保存｜ 保存期間 ｜保存旅仲保存場所管理者｜ 備考土全口回目 ぷ怯，，.r--t の種類

2013年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長

2013年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長

2013年度 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 ｜会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 ｜会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子・紙 書庫 ｜会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 ｜会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日l年 2015年3月31日紙 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長

-:z:;; -03 

2013年度
（会・用度）会計 品管理換通知書，

会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫 会計課長／宅金－~、 主主-rm~瓦 Lカ子世三島 、単 モ島 、いムL、:7.ん円モ包・

2013年度 2014年4月1日110年｜ 2024年3月31日｜電子 書庫 会計課長

2013年度 会計課長 2014年4月1日13年 2017年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 会計課長

4 



r ， 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・ 取 分類 名称
作成・取得者 起算日 保期存間

保存期間
保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

得年度 等 大分類 中分類 （ノト分類） 満了日

（会・経理）会計
権（会の発る生一，0履1）行債の l債の権請求の発，保生全，履，行内

20日年度 請求，保全，内容 容の変更並びに効 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長
（事務）

のの悲変喜更子並及びび消に滅効力
力の変更及び消滅
（平成25年j李）

（会ろ－ o2）支 支証書出 U：員託金領収

2013年度
（会・経理）会計

出（預託金領収証
，小切手原

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長
（事務）

書，小切手原符） 符摩）） （平成25年

2013年度 （（会事務・経）理） 会計 箪断ー 02）予 予摩算） （平成25年 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

（会・管理）会計 干（財会ろ－ o時5使） 国 用固有） （産平成（一2時5使年
2013年度 有産（一 会計課長 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

（事務） 用） ！辛）

2013年度 （（会事務・）管理） 会計 B（会）雑ろ-12- 雑5 年（度B~ （平成2
会計課長 2014年4月1日1年 20日年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度
（会・経理）会計

会計帳簿
｜支簿出（負平成担行2為5年差引

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日キ兵 未設定． 会計課長
（事務） 唐）

2013年度
（会・経理）会計

会計帳簿
｜保簿管（金平成小切2手5振年出

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長
（事務） ！奪）

2013年度 （（会事務・用）度） 会計 会計帳簿 ｜押収物5年送付度）票 （平
成2 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

物品に関する契約

2013年度
（会・用度）会計 （会ろ－ 03）物 書又はその副本及

会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長
（事務） 品（契約書） び付属書類（平成

2 5年度）

（会ろ－ o現3在）物額
品増減及び

物額報品増告減書及のび副本並

2013年度
（会・用度）会計 報告書の副本並び びに物品の無償貸

会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫 会計課長
（事務） に物品の無償貸 与，譲与及び寄贈

与に，関譲す与る及立び書寄贈 に関す5年る文唐書） （平
nil 2 

20日年度 （（会事務・）管理） 会計 繕（会（設ろ計一図0 面4~ 営 l営（繕平成（設2計5年図度面）） 会計課長 2014年4月1日30年 2044年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 （（会事務・）管理） 会計 l有断財産-0 5) 固
（報告）

固（有平財成産25（報年告度）） 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

（会・経理）会計 （会ろ－ 0 1）債
｜債権，歳入及び収

20日年度 入（平成25年 会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子・紙 未設定 会計課長（事務） 権，歳入及び収入 摩）

20日年度 （（会事務・経）理） 会計 出（会ろ－ 02）支 支度）出 （平成25年 会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

5 



マ r 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・ 取 分類 名称
作成・取得者 起算日 保期存間 保満存了期日間 保の存種媒類体 保存場所 管理者 備考

得年度 等 大分類 中分類 （ノト分類）
〔会6 0 6）保 保管管金金受払領込証書，

管金受領証書，保 保書，保

2013年度
（会・経理）会計 管金払込書，保管 管金保管替通知書

会計課長 2014年4月l日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長
（事務） 金保管替通知書及 及び国庫金振替書

び国庫金振替書の の原符（平成25
原符 年jす）

2013年度 （（事会務・用）度） 会計 会計帳簿 民（事平保成管2物5年原度簿） 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫 会計課長

2013年度
（会・管理）会計 有与（財会）産ろ （宿0舎5）貸固 固与摩有））財（産平成（宿2舎5貸年 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長
（事務）

2013年度
（会・管理）会計 書査（会｝， 監ろ査0（連8）絡検文 検文年査書度，）） 監（査平成｛連2絡5 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長
（事務）

（会・管理）会計 杏査（会，｝監ろ 0 8）例検検 検検査査）， 監査 （月例
2013年度

（事務）
査（月 （平成25 会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

年度）

（会ろ一 02）預
預託金th~I. 吉J)Jl、

（会・経理）会計 託金払込書原符，
符，国庫金振替書

2013年度
（事務） 国庫金振替書原

原符，振替済通知 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長
書（平成25年

符，振替済通知書
jす）

2013年度 （（会事務・管）理） 庶務 書（庶（廃ろ棄－）0 5) 文 文成書25（廃年3よき）（平
会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長f) 

2013年度 （（会事務・経）理） 会計 会計帳簿 過（誤平納成額2整5年理度簿） 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2013年度 （（会事務・用）度） 会計 会計帳簿 物2品5年管理度簿） （平成 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム 会計課長

2013年度 （（事会務・）用度） 会計 会計帳簿 成押収2物5年処度分）簿 （平 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2013年度 （（会事務・共）済） 会計 B（会）雑ろ-12- 雑jす） （平成25年 会計課長 2014年4月1日l年 2015年3月31日紙 書庫 会計課長

物民等事保に管関物す， 押収（会ろ－ 07）民
2013年度

（会・用度）会計
事保管物，押収物

るその
会計課長 2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫 会計課長

（事務）
等 他5年の文麿書） （平成2

（会・管理）会計 有入（会財〕産ろ 0 付5）， 国 借年国有入麿財））産（平（貸成付2'5 2013年度
（事務）

（貸借＝ 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

（会・管理）会計 （会ろ－ 08）検 検査査）， 監査 〔監
2013年度

（事務） 査，監査（監査）
（平成25年 会計課長 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

！奪）

6 



， 
司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

YI、
作成・取得者

2013年度

2013年度 ＼~ ir.:i:＞：：ヱJ Zミロ 1 日旦乙玖とtム』-s::f".l入 υ・vr、Vド l=i-.uz:.~ζノロ旦Aµi::f dヱミh三川L雪日I木k三
（事務） 管金受入通知書のの原符（平成25 

2013年度 会計課長

2013年度

2013年度

:z:;;; • 

3年度 ｜ 則，規程，通達及 （会い－ 0 6）国 固有財産（平成2｜会計課長
び告示の制定改廃 有財産 5年）

7 

起算日

,. 
「呆ーイ子

期間

2014年4月1日15年

2014年4月1日5年

2014年4月1日3年

2014年4月1日3年

2014年4月1日3年

2014年4月1日110年

保存場所｜管理者｜ 備考

2019年3月31日｜紙 未設定 ｜会計課長

2019年3月31日紙 未設定 会計課長

2017年3月31日紙 未設定 会計課長

2017年3月31日電子・紙 未設定 会計課長

2017年3月31日電子・紙 書庫 会計課長

2024年3月31日｜電子・紙 ｜書庫 ｜会計課長



マ ， 
司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作 成・取 分 震 名称
作成・取得者 起算日 保期存間 保I荷存了期日間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
得 年度等 大分類 中 分 類 （小分類） の種類

2003年 庶務係
（訟いー 01) 訟務一般（平成 1

民事首席書記官 2004年1月l日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

訟務一般 5年） 庫） 記官

2003年 庶務係
（訟いー 02) 民事（平成 15 

民事首席書記官 2004年l月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

民事 年） 庫） 記官

2004年 庶務係
（訟い一 07) 家事（平成 16 

民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

家事 年） 庫） 記官

2004年 庶務係
（訟し、一 09) 事件報告（平成 1

民事首席書記官 2005年1月1日10年 20日年3月31日電子・紙
書庫（害 民事首席書

事件報告 6年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（訟い－ 1 0) 記録保存（平成 1

民事首席書記官 2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

記録保存 7年） 庫） 記官

2006年 庶務係
（訟いー 02) 民事（平成 18 

民事首席書記官 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

民事 年） 庫） 記官

2006年 庶務係
（庶務帳簿）庶

システム等管理簿 民事首席書記官 2007年1月1日30年 2037年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

務帳簿 1 庫） 記官

（訟い－ 0 2) 
システム

民事首席書
2008年 庶務係 民事（平成20年） 民事首席書記官 2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 （システ

民事
ム）

記官

2009年 庶務係
（訟ろ－ 0 2) 民事（平成 21 

民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

民事 年） 庫） 記官 ‘ 

（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2009年 庶務係 民事首席書記官 2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 （システ

訟務一般 1年）
ム）

記官

（訟ろー 07) 家事（平成21 
システム

民事首席書
2009年 庶務係

家事 年）
民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（組し、－ 0 2) 執行官（平成21 
システム

民事首席書
2009年 庶務係

執行官 年）
民事首席書記官 2010年l月1日10年 2020年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（庶ろ－ 15一
システム

民事首席書2010年 庶務係 雑（平成22年） 民事首席書記官 201 1年l月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システA）雑
ム・書庫）

記官

1ページ
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・等取
えーふ：． ：自 名称

作成・取得者 起算日
保存 保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類） 期間 I荷了日 の種類

（組ろ－ 05) 執行官（平成 23 
システム

民事首席書
20日年 庶務係 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

執行官 年）
ム）

記官

（統いー 01) 裁判統計（平成2
システム

民事首席書
20日年 庶務係

裁判統計 3年）
民事首席書記官 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）
ー／／’、ノ .t-'I

2012年 庶務係
（訟ろ－ 15-

雑（平成24年） 民事首席書記官 20日年l月1日l年 2014年3月31日電子・紙
（システ 民事首席書

B）雑 ム・事務 記官
’三手、

（統ろ－ 08ー
システム

民事首席書
2012年 庶務係

A）雑
雑（平成24年） 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

2012年 庶務係
（訟いー 09) 事件報告（平成2

民事首席書記官 2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

事件報告 4年） 庫） 記官

（訟ろ－ o5) 行政事件（平成2
システム

民事首席書
2012年 庶務係

行政事件 4年）
民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

2004年 庶務係
（訟いー 01) 訟務一般（平成 1

民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

訟務一般 6年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（訟い－ 0 2) 民事（平成 17 

民事首席書記官 2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

民事 年） 庫） 記官

2006年 庶務係
（訟いー 03) 商事（平成 18 

民事首席書記官 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

商事 年） 庫） 記官

（訟ろ－ 1 0) 事件報告（平成20
システム

民事首席書
2008年 庶務係 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

事件報告 年）
ム・書庫）

記官

（訟い一 09) 事件報告（平成20
システム

民事首席書
2008年 庶務係 民事首席書記官 2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 （システ

事件報告 年）
ム）

記官

2009年 庶務係
（訟ろ－ I 5-

雑（平成21年） 民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

A）雑 庫） 記官

（庶ろ一 03) 会同，会議 1 （平
システム

民事首席書2009年 庶務係 民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ会同，会議 1 成 21年）
ム）

記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作 成・取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保子；体
保存場所 管理者 備考

得 年度等 大分類 中分類 （小分類） 期間 ？荷了日 の種類

（庶ろ－ 0 5) 文書（平成22 
システム

民事首席書
2010年 庶務係 民事首席書記官 20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

文書 年）
ム）

記官

（訟いー 10) 記録保存（平成2
システム

民事首席書
20日年 庶務係

記録保存 3年）
民事首席書記官 2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（庶ろ－ 0 5) 文書（平成23 
システム

民事首席書
20日年 庶務係 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

文書 年）
ム）

記官

（庶ろ－ 05) 文書（平成24
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 20日年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

文書 年）
ム）

記官

（訟いー 10) 記録保存（平成2
シスァム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

記録保存 4年）
ム）

記官

（訟ろ一 04) 調停（平成24
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

調停 年）
ム）

記官

2003年 庶務係
（訟い－ 1 1) 

雑（平成 15年） 民事首席書記官 2004年1月l日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

雑 庫） 記官

2004年 庶務係
（訟い一 11) 

雑（平成 16年） 民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

雑 庫） 記官

2006年 庶務係
（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成 1

民事首席書記官 2007年l月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

訟務一般 8年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（組し、－ 0 2) 執行官（平成 17 

民事首席書記官 2006年1月1日10年 20161=ド3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

執行官 年） 庫） 記官

2009年 庶務係
（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成2

民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

記録保存 1年） 庫） 記官

（訟ろ－ 0 3) 商事（平成 21 
システム

民事首席書2009年 庶務係 民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ
商事 年）

ム）
記官

（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成2
システム

民事首席書2010年 庶務係 民事首席書記官 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ記録保存 2年）
ム・書庫）

記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・取等
分 頭 名称

作成・取得者 起算日 保期存間
保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （／卜分類） 満了日 の種類

（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2011 iF 庶務係 民事首席書記官 2012年l月1日10年 2022年3月31日電子・紙 （システ

訟務一般 3年）
ム）

記官

（統ろ－ 08-
システム

民事首席書
201 l年 庶務係

A）雑
雑（平成 23年） 民事首席書記官 2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（庶ろ－ 15一 システム
民事首席書

201ziド 庶務係
B）雑

雑（平成24年） 民事首席書記官 2013年l月l日1年 2014年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）

（庶ろ－ 0 3) 会同，会議（平成
システム

民事首席書
201ziF 庶務係 民事首席書記官 2013年1月l日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

会同，会議 24年）
ム）

記官

（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成 1
システム

民事首席書
2007iF 庶務係 民事首席者記官 2008年l月l日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ

訟務一般 9年）
ム）

すu'i：’（iコ,. 

（庶ろ－ o5) 文書（平成21 
シスァム

民事首席書
2009年 庶務係 民事首席書記官 2010年l月1日5年 2015年3月31日電子・紙 （システ

文書 年）
ム）

記官

（訟ろー 05) 行政事件（平成2
システム

民事首席者20091,F 庶務係
行政事件 l年）

民事首席書記官 2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）

（訟ろ－ 02) 民事（平成 22 
システム

民事首席書
201 O・if- 庶務係 民事首席書記官 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

民事 年）
ム）

記官

（言公ろ－ 1 0) 事件報告（平成2
システム

民事首席書
2010年 庶務係 民事首席書記官 2011年1月l日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

事件報告 2年）
ム）

記官

（訟い－ 0 9) 事件報告（平成2
システム

民事首席書
2010年 庶務係

事件報告 2年）
民事首席書記官 2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟ろ－ 0 1) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書2011 4ド 庶務係 民事首席書記官 2012昼下1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ
訟務一般 3年）

ム・書庫）
記官

（訟ろ－ 15-
システム

民事首席書2011 fド 庶務係
A）雑

雑（平成23年） 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）

（庶ろ－ 0 3) 会同，会議（平成
システム

民＊首席書2011'1ド 庶務係 民事首席~IJ記官 2012年1月l日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ
会同，会議 2 3年）

ム）
記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

得作成年度・取等
分 潰 名称

作成・取得者 起算日
保存 保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日 の種類

（訟い一 01) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

訟務一般 4年）
ム）

記官

（訟ろ－ 0 1) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

訟務一般 4年）
ム・書庫）

記官

2003年 庶務係
（訟し、－ 0 3) 商事（平成 15 

民事首席書記官 2004年l月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

商事 年） 庫） 記官

2001年 庶務係
（庶務帳簿）庶 事務記録保存簿

民事首席書記官 2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

務帳簿 1 （平成 13年） 庫） 記官

2003年 庶務係
（訟いー 10) 記録保存（平成 1

民事首席書記官 2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

記録保存 5年） 庫） 記官

2004年 庶務係
（訟し、－ 1 0) 記録保存（平成 1

民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

記録保存 6年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（訟い一 07) 家事（平成 17 

民事首席書記官 2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

家事 年） 庫） 記官

2006年 庶務係
（訟い一 09) 事件報告（平成 1

民事首席書記官 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

事件報告 8年） 庫） 記官

（訟ろ－ 15ー
システム

民事首席書
2008年 庶務係 雑（平成20年） 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

A）雑
ム・書庫）

記官

（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成20
システム

民事首席書
2008年 庶務係 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

記録保存 年）
ム・書庫）

記官

（訟いー 02) 民事（平成 21 
システム

民事首席書
2009年 庶務係

民事 年）
民事首席書記官 2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

2010年 庶務係
（訟廷l帳簿）訟 送付簿（平成22 

民事首席書記官 2011年1月1日3年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

廷帳簿 年） 庫） 記官

（統ろ－ 06) 資料（平成23 
システム

民事首席書20日年 庶務係
資料 年）

民事首席書記官 2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

得作成年 ・取 分類
（ノト名分称類） 作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保存媒体
保存場所 管理者・ 備考

度等 大分類 中分類 期間 満了日 の種類

2011年 庶務係
（訟廷帳簿）訟 送付簿（平成23 

民事首席書記官 2012年1月1日3年 20日年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

廷帳簿 年） 庫） 記官

（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成2
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年l月l日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

記録保存 4年）
ム・書庫）

記官

（統い一 01) 裁判統計（平成2
システム

民事首席書
2012年 庶務係

裁判統計 4年）
民事首席書記官 20~3年l月 l 日 10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟いー 02) 民事（平成 24
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙 （システ

民事 年）
ム）

記官

2004年 ff!J~係
（訟い一 02) 民事（平成 16 

民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

民事 年） J車） 記官

2003年 庶務係
（訟い－ 0 7) 家事（平成 15 

民事首席書記官 2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

家事 年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（訟い一 01) 訟務一般（平成 1

民事首席書記官 2006年l月l日10年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

訟務一般 7年） 庫） 記官

2005年 庶務係
（訟いー 09) 事件報告（平成 1

民事首席書記官 2006年l月l日10年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

事件報告 7年） 庫） 記官

（訟いー 10) 記録保存（平成 1
システム

民事首席書2007年 庶務係 民事首席書記官 2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ
記録保存 9年）

ム）
記官

（庶ろ－ 0 3) 会同，会議 1 （平
システム

民事首席書2008年 庶務係 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ
会同，会議 1 成20年）

ム・書庫）
記官

（訟ろ－ 0 1) 
訟務一般（書記官 システム

民事首席書2008年 庶務係
訟務一般

事務査察） （平成 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014ip3月31日電子・紙 （システ
記官

20年） ム・：在庫）

2008年 庶務係
（車且ろ一 05) 執行官（平成20

民事首席書記官 2009年1月1日5年 20144手3月31日電子・紙
古肱（書 民事首賄事

執行官 年） 庫） 記官

（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成20 システム
民事首席書2008年 庶務係 民事首席書記官 2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙 （システ訟務一般 年）

ム）
記官
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司法行政文書ファイル管理簿（I-124.12. 31までに作成したファイル）

得作成年度・取等
分類 名称

作成・取得者 起算日
保存 保存期間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （ノト分類） 期間 満了日 の種類

（訟ろ一 02) 
民事（執行官事務 システム

民事首席者
2008年 庶務係

民事
査察） （平成20 民事首席書記官 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

記官
年） ム・書庫）

（訟ろ一 02) 
システム

民事首席者
2008年 庶務係

民事
民事（平成20年） 民事首席書記官 2009年l月l日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟し、－ 0 1) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2010年 庶務係

訟務一般 2年）
民事首席書記官 20日年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟ろ－ 15ー
システム

民事首席書
2010年 庶務係 雑（平成22年） 民事首席書記官 201 1年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

A）雑
ム・書庫）

記官

（庶ろ－ 03) 会同，会議 1 （平
システム

民事首席書
2010年 庶務係 民事首府書記官 20日年l月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

会同，会議 1 成 22年）
ム）

記官

（訟いー 02) 民事（平成23 
システム

民事首席~i＇：~
201 1年 庶務係 民事首席書記官 2012年l月1日10年 2022年3月31日電子・紙 （システ

民事 年）
ム）

i記官

（訟ろ一 05) 行政事件（平成2
システム

民事首席－書
2011年 庶務係 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

行政事件 3年）
ム）

記官

（訟ろ一 10) 事件報告（平成2
システム

民事首席書
201 l年 庶務係 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

事件報告 3年）
ム）

記官

（訟ろ－ 15-
システム

民事首席書
2012年 庶務係 雑（平成24年） 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

A）雑
ム・書庫）

立己官

（手Eろ－ 0 5) 執行官（平成24
システム

民事首席書20121ド 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
執行官 年）

ム・書庫）
記官

（訟ろ一 02) 民事（平成24
システム

民事首席杏2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
民事 年）

ム）
記官

（訟ろー 01) 訟務一般（平成20 システム
民事首席書2008年 庶務係 民事首席書記官・ 2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 （システ訟務一般 年）

ム・書庫）
記官

2009年 庶務係
（訟ろ－ 1 0) 事件報告（平成2

民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

事件報告 1年） 庫） 記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作得成年度・取等
分 現 名称

作成・取得者 起算日
保存

保滞存i了期日間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

大分類 中分類 （小分類） 期間 の種類

2009年 庶務係
（組ろ一 05) 執行官（平成21 

民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

執行官 年） 庫） 記官

（訟ろ－ 01) 訟務一般（平成2
システム

民事首席書
2010年 庶務係

訟務一般 2年）
民事首席書記官 20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム・書庫）

（訟ろ一 02) 民事（平成23 
システム

民事首席書
20日年 庶務係 民事首席書記官 2012年l月l日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ

民事 年）
ム）

記官

2012年 庶務係
（庶ろー 15ー

雑（平成 24年） 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

A）雑 庫） 記官

（統ろ－ 0 6) 資料（平成24
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月l日3年 2016年3月31日電子・紙 （システ

資料 年）
ム）

記官

（訟ろ－ 0 3) 商事（平成24
システム

民事首席書
2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

商事 年）
ム）

記官

2004年 庶務係
（訟い一 05) 行政事件（平成 1

民事首席書記官 2005年1月1日10年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

行政事件 6年） 庫） 記官

2006年 庶務係
（組し、－ o2) 執行官（平成 18 

民事首席書記官 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙
事務室（事 民事首席書

執行官 年） 務室） 記官

（言公し、－ 02) 民事（平成 19
システム

民事首席書2007年 庶務係 民事首席書記官 2008年l月1日10年 2018年3月31日電子・紙 （システ
民事 年）

ム）
記官

2008年 庶務係
（庶ろ－ 0 5) 

文書（平成20年） 民事首席書記官 2009年l月1日5年 2014年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

文書 庫） 記官

2009年 庶務係
（訟ろ－ 0 1) 訟務一般（平成2

民事首席書記官 2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

訟務一般 1年） 庫） 記官

（組ろ一 05) 執行官（平成22 
システム

民事首席書2010年 庶務係 民事首席書記官 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ執行官 年）
ム）

記官

（訟いー 02) 民事（平成22 システム
民事首席書2010年 庶務係 民事首席書記官 20日年1月l日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ民事 年）

ム）
記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

得作成年度・取等
Lーご吋． 要

（小名分称類） 保期存間
保存期間 保の存種媒類体作成・取得者 起算日 保存場所 管理者 備考

大分類 中分類 清i了日

（訟ろ－ 05) 行政事件（平成2
システム

民事首席書2010年 庶務係
行政事件 2年）

民事首席書記官 2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）

（訟ろ－ 07) 家事（平成 22 
システム

民事首席書2010年 庶務係
家事 年）

民事首席書記官 20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙 （システ
記官

ム）

（訟い－ 10) 記録保存（平成2
システム

民事首席書
2010年 庶務係

記録保存 2年）
民事首席者記官 2011年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成2
システム

民事首席者20日年 庶務係 民事首席書記官 2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙 （システ
記録保存 3年）

ム・書庫）
記官

（訟ろ一 07) 家事（平成24
システム

民事首席書
2012年 庶務係

家事 年）
民事首席1！~記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ

記官
ム）

（訟ろ－ 1 0) 事件報告（平成2
システム

民事首席書2012年 庶務係 民事首席書記官 2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 （システ
事件報告 4年）

ム・書庫）
記官

2012年 庶務係
（訟廷帳簿）訟 送付簿（平成24

民事首席書記官 2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙
書庫（書 民事首席書

廷帳簿 年） 庫） 記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.1. 1～H25. 3.31に作成したファイル）

作得成年度・取等
分、国

（ノト名分称類） 作成・取得者 起算日
保存 保満存了期日間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 期間 の種類

2012年度 庶務係
（訟い－ 0 1) 訟務一般（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
民事首席書

訟務一般 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ一 04) 調停（平成 24年

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

調停 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ一 15一 雑（平成 24年

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

A）雑 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟いー 09) 事件報告（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
民事首席書

事件報告 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ－ 15- 雑（平成24年

民事首席者記官 2013年4月1日l年 2014年3月31日紙・電子
書庫・シス 民事首席：！？

B）雑 度） ( 2) テム 記官

2012年度 ！.~務係
（訟ろ一 07) 家事（平成24年

民事首席書記官 20~3年4月 1 日 5年 2018年3月31日電子 システム
民~J~廿！南省

家事 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（車且ろ－ 0 5) 執行官（平成24

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

執行官 年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ－ 0 3) 商事（平成24年

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

商事 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（統ろー 08ー 雑（平成24年

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

A）雑 度） (2) 記官

2012年度 庶務係
（庶ろー 15- 雑（平成24年

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

A）雑 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟し、－ 0 2) 民事（平成24年

民事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
民主n：首席i1r

民事 度） ( 2) きt1C.'i ヤ二l

2012年度 庶務係
（訟ろー 01) 訟務一般（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日紙・電子
書庫・シス 民事首席審

訟務一般 4年度） ( 2) テム 記官

2012年度 庶務係
（統いー 01) 裁判統計（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
民事首席;i~

裁判統計 4年度） ( 2) 1ic’iぎ
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.1. 1～H25. 3. 31に作成したファイル）

作得成年度・取等
分 語 名称

作成・取得者 起算日
保存

保滞存i了期日間
保存媒体

保存場所 管理者 備考
大分類 中分類 （小分類） 期間 の種類

（庶ろ一 03) 
会同，会議 1 （平

民事首席書2012年度 庶務係 成 24年度） 民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
会同，会議 1 ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟廷帳簿）送 送付簿（平成24

民事首席書記官 2013年4月l日3年 2016年3月31日紙 書庫
民事首席書

付簿 年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ一 02) 民事（平成 24年

民事首席g記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

民事 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ－ 0 5) 行政事件（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

行政事件 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ－ 1 0) 事件報告（平成2

民事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

事件報告 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（統ろー 06) 資料（平成24年

民事首席書記官 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子 システム
民事首席書

資料 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（庶ろ一 15ー 雑（平成 24年

民主J＼：首席書記官 20日年4月l日l年 2014年3月31日電子 システム
民事首席書

B）雑 度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟い－ 1 0) 記録保存（平成2

民事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
民事首席書

記録保存 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（訟ろ－ 1 2) 記録保存（平成2

民事首！市出記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日存氏 書庫
民事首席書

記録保存 4年度） ( 2) 記官

2012年度 庶務係
（庶ろ－ 0 5) 文書（平成24年

民事首席：；~｝＝記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子 システム
民事首席書

文書 度） ( 2) 記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・取 分、調 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （小分類） 期間 満了日 の種類

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 0 2) 民事（平成 2~5年

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 民事 度） 記官

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ一 12) 記録保存（平成2

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙 書庫
民事首席書

務） 記録保存 5年度） 記官

（民訟）庶務（事
（庶ろ－ 0 5) 

文書（連絡文書） 民事首席書
2013年度

務）
文書（連絡文

（平成 25年度）
民事首席書記官 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム

記官
書）

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 15- 連絡文書（平成2

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） A）連絡文書 5年度） 記官

2013年度
（民訟）庶務（事 （庶ろ－ 15- 雑（平成 25年

民事首席書記官 2014年4月1日1年 2015年3月31日電子 システム
民事首席書

務） B）雑 度） 記官

2013年度
（民訟）庶務（事

庶務帳簿 ファイル管理簿 民事首席存記官 未定 常用 未定 電子 システム
民事首席書

務） 記官
ー、

（民訟）規則，規
（訟い一 01) 訟務一般（平成2 民事首席書

2013年度 程，通達及び告示 民事首席書記官 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム
の制定改廃等

訟務一般 5年度） 記官

（民訟）規則，規
（訟し、－ 0 2) 民事（平成 25年 民事首席書

20日年度 程，通達及び告示
民事 度）

民事首席書記官 20~4年4月 l 日 10年 2024年3月31日電子 システム
記官

の制定改廃等
（民訟）規則，規

（訟い－ 1 0) 記録保存（平成2 民事首席書
2013年度 程，通達及び告示 民事首席書記官 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム

の制定改廃等
記録保存 5年度） 記官

2013年度 （民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 0 5) 行政事件（平成2
民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

民事首席書
務） 行政事件 5年度） 記官

2013年度
（民訟）訟廷（事

訟廷帳簿
送付簿（平成 25 

民事首席書記官 2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫
民事首席書

務） 年度） 記官

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 0 4) 調度停） （平成 25年 民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

民事首席書
務） 調停 記官

2013年度
（民訟）統計（事 （統ろ－ 0 6) 資料（平成 25年

民事首席書記官 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 資料 度） 記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4. 1以降作成したファイル）

作成・取 分、諌 名称
作成・取得者 起算日

保存
保満存了期日間 保存媒体

保存場所 管理者 備考
得年度 等 大分類 中分類 （ノト分類） 期間 の種類

（民訟）規則，規
（訟い一 09) 事件報告（平成2 民事首席書

2013年度 程，通達及び告示 民事首席書記官・ 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム
の制定改廃等

事件報告 5年度） 記官

（民訟）執行官
（車且ろJ 0 5) 執行官（職務，監

民事首席書
20日年度

（事務）
職務，監督等の 督等の状況） （平 民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム

記官
状況 成 25年度）

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ一 01) 訟務一般（平成2

民事首席書記官 2014年4月l日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 訟務一般 5年度） 記官

（訟ろ 1 5 判訟決事件菩等の写し， 争

2013年度
（民訟）訟廷（事 B）判決書等写 資料，調

民事首席書記官 2014年4月1日l年 20日年3月31日紙・電子
書庫・シス 民事首席書

務）
資し料，争．訟調事杏件回答の 査5年回答麿書） （平成2 テム 記官

2013年度
（民訟）庶務（事

庶務帳簿
現金書留授受簿

民事首席書記官 2014年4月1日3年 2017年3月31日紙 書庫
民事首席書

務） （平成25年度） 記官

2013年度
（民訟）統計（事 （統ろー 08) 雑（平成25年

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 雑 度） 記官

2013年度
（民訟）庶務（事 （庶ろ一 03) 会同，会議（平成

民事首席書記官 2014年4月lf:I5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 会同，会議 2 5年度） 記官

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 1 0) 事件報告（平成2

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 事件報告 5年度） 記官

（民訟）規則，規
（統い－ 0 1) 裁判統計（平成2 民事首席書

2013年度 程，通達及び告示
裁判統計 5年度）

民事首席書記官 2014年4月1日10年 2024年3月31日電子 システム
記官

の制定改廃等

（民訟）執行官 （組ろ－ 0 5) 
執行官（連絡文

書庫・シス 民事首席書
2013年度 書） （平成 25年 民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日紙・電子

（事務） 連絡文書
度）

テム 記官

2013年度
（民訟）訟廷（事 （訟ろ－ 0 3) 商事（平成 25年

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 商事 度） 記官

2013年度
（民訟）庶務（事 （庶ろ－ 0 5) 文書（廃棄） （平

民事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 文書（廃棄） 成 25年度） 記官

2013年度
（民訟）庶務（事

庶務帳簿
廃棄簿（平成 25 

民事首席書記官 2014年4月1日30年 2044年3月31日電子 システム
民事首席書

務） 年度） 記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作成・ 分類 名称 作成・取
起算日

保存 保存期間 保存媒
保存場所 管理者 備考

取得年 大分類 中分類 （ノト分類） 得者 期間 満了日 体

2005年 庶務係 （訟いー 07）家事 家事（平成 17年）
刑事首席書

2006年1月1日10年 2016年3月31日危子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2005年 庶務係 （訟いー 10）記録保存 記録保存（平成 17年）
刑事首席書

2006年1月l日10年 2016年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成20年）
刑事首席書

2009年1月1日10年 2019年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2010年 庶務係 （訟ろ－ 0 6）刑事 刑事（平成22年）
刑事首席書

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2011年 庶務係 （庶ろ一 05）文書 文書（平成23年）
刑事首席書

2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ一 06）刑事 刑事（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2012年 庶務係 （統い－ 0 1）裁判統計 裁判統計（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2004年 庶務係 （訟いー 01）訟務一般 訟務一般（平成 16年）
刑事首席害

2005年1月1日10年 20日年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2006年 庶務係 （訟い一 01）訟務一般 訟務一般（平成 18年）
刑事首席書

2007年l月1日10年 2017年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟い－ 01)訟務一般 訟務一般（平成20年）
刑事首席書

2009年l月1日10年 2019年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2009年 庶務係 （訟いー 01）訟務一般 訟務一般（平成21年）
刑事首席書

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2010年 庶務係 （訟ろ一 12）記録保存 記録保存（平成22年）
刑事首席書

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2010年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成22年）
刑事首席書

201 1年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙
シスァム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2010年 庶務係 （訟廷帳簿）訟廷帳簿 送付簿（平成22年）
刑事首席書

201 1年1月1日3年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官． 書記官

2012年 庶務係 （庶ろ一 05）文書 文書（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2004年 庶務係 （訟い－ o7）家事 家事（平成 16年）
刑事首席書

2005年1月1日10年 20日年3月31日也子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2004年 庶務係 （訟し、－ 0 9）事件報告 事件報告（平成 16年）
刑事首席書

2005年1月1日10年 20日年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟ろ－ 1 0）事件報告 事件報告（平成20年）
刑事首席書

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2009年 庶務係 （訟ろー 01）訟務一般 訟務一般（平成21年）
刑事首席書

2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2009年 庶務係 （訟ろー 12）記録保存 記録保存（平成21年）
刑事首席書

2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官
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r r 
司法行政文書ファイル管理簿（H24.12. 31までに作成したファイル）

作取成得年・
分類 名称 作成・取

起算日 保期存間
保存期間 保存体媒 保存場所 管理者 備考

大分類 中分類 （小分類） 得者 満了日

2009年 庶務係 （訟い－ 09）事件報告 事件報告（平成21年）
刑事首席書

2010年1月1日10年 2020年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2010年 庶務係 （訟ろ－ 0 1）訟務一般 訟務一般（平成22年）
刑事首席書

20日年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2010年 庶務係 （訟いー 01）訟務一般 訟務一般（平成22年）
刑事首席書

201 1年1月1日10年 2021年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

20日年 庶務係 （訟ろ－ 1 0）事件報告 事件報告（平成 23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

201 1年 庶務係 （庶ろ－ 0 3）会同，会議 1会同，会議（平成23年）
刑事首席書

2012年l月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成 24年）
刑事首席書

2013年1月1日10年 2023年3月31日電子・紙
書庫（書庫・シス 刑事首席

記官 テム） 書記官

2012年 裁判員係 （自庁帳簿）自庁帳簿 調査票等受理簿（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ－ 1 0）事件報告 事件報告（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （雑）雑 雑（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日l年 2014年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2004年 庶務係 （訟い－ 0 6）刑事 刑事（平成 16年）
刑事首席書

2005年1月l日10年 2015年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2006年 庶務係 （庶務帳簿）庶務帳簿 1 システム等管理簿
刑事首席書

2007年1月1日30年 2037年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟ろ－ 15-A）雑 雑（平成20年）
刑事首席書

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2010年 庶務係 （訟ろ－ 1 0）事件報告 事件報告（平成22年）
刑事首席書

201 l年l月l日5年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2011年 庶務係 （訟ろ－ 1 5-A）雑 雑（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
シスァム（シスア 刑事首席

記官 ム） 書記官

2011年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成 23年）
刑事首席書

2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ..！.＿ 1 2）記録保存 記録保存（平成 24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ－ 0 1）訟務一般 訟務一般（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2001年 庶務係 （庶務帳簿）庶務帳簿 1 事務記録保存簿（平成 13年）
刑事首席書

2002年1月1日30年 2032年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2003年 庶務係 （訟い－ o6）刑事 刑事（平成 15年）
刑事首席書

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2006年 庶務係 （訟い－ 0 6）刑事 刑事（平成 18年）
刑事首席書

2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2ページ



r r 
司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作成・ 分類 名称 作成・取
起算日

保存 保満存了期日間 保存体媒 保存場所 管理者 備考
取得年 大分類 中分類 （小分類） 得者 期間

2007年 庶務係 （訟い一 06）刑事 刑事（平成 19年）
刑事首席書

2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2008年 庶務係 （訟ろ一 01）訟務一般 訟務一般（平成20年）
刑事首席書

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2008年 庶務係 （訟ろ－ 0 6）刑事 刑事（平成20年）
刑事首席書

2009年1月1日5年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟ろ－ 1 2）記録保存 記録保存（平成20年）
刑事首席書

2009年1月l日5年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2009年 庶務係 （訟ろ一 15-A）雑 雑（平成21年）
刑事首席書

2010年l月1日5年 20日年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

201 1年 裁判員係 （自庁帳簿）自庁帳簿 調査票等受理簿（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ－ 1 5 -B）雑 雑（平成 24年）
刑事首席書

2013年1月l日l年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ一 08）少年 少年（平成24年）
刑事首席書

20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

（人ろ－ 0 2）勤裁務裁判官判所以外の指の 裁判官以外の職員の任免，勤務 刑事首席害 刑事首席
2012年 庶務係 職定員の任免， 裁判所の指定（平成24年） 記官

2013年l月l日5年 2018年3月31日電子・紙 事務室（事務室）
書記官

2003年 庶務係 （訟い－ 0 1）訟務一般 訟務一般（平成 15年）
刑事首席書

2004年1月1日10年 2014年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2005年 庶務係 （訟い－ 0 9）事件報告 事件報告（平成 17年）
刑事首席書

2006年1月l日10年 2016年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2010年 裁判員係 （自庁帳簿）自庁帳簿 調査票等受理簿（平成22年）
刑事首席書

20日年1月l日3年 2014年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

201 1年 庶務係 （訟ろ一 01）訟務一般 訟務→般（平成 23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2011年 庶務係 （訟し、－ 0 9）事件報告 事件報告（平成23年）
刑事首席書

2012年1月、l日10年 2022年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2011年 庶務係 （庶ろ一 03）会同，会議2 協議結果（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟い－ 1 1）雑 雑（平成24年）
刑事首席書

2013年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官． ム） 書記官

2005年 庶務係 （訟い－ 0 1）訟務一般 訟務一般（平成 17年）
刑事首席書

2006年l月l日10年 2016年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2005年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成 17年）
刑事首席書

2006年1月1日10年 2016年3月31日電子・紙 書庫（書庫） 刑事首席
記官 書記官

2007年 庶務係 （訟いー 01）訟務一般 訟務一般（平成 19年）
刑事首席書

2008年1月1日10年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2009年 庶務係 （訟ろー 06）刑司E 刑事（平成21年）
刑事首席書

2010年1月1日5年 2015年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書瓜l) 書記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H24.12.31までに作成したファイル）

作取成得年・
分類 名称 作成・取

起算日 保期存間 保満存了期日間 保存体媒 保存場所 管理者 備考大分類 中分類 （ノト分類） 得者

2010年 庶務係 （庶ろ一 05）文書 文書（平成22年）
刑事首席書

2011年1月1日5年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2009年 庶務係 （庶務帳簿）庶務帳簿 1 システム等管理簿
刑事首席書

2010年1月1日30年 2040年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

201 1年 庶務係 （訟い－ 0 1）訟務一般 訟務一般（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日10年 2022年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

201 l年 庶務係 （統ろ一 06）資料 資料（平成 23年）
刑事首席書

2012年1月1日3年 20日年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （統ろ一 06）資料 資料（平成24年）
刑事首席書

20日年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2006年 庶務係 （訟い－ 0 8）少年 少年（平成 18年）
刑事首席書

. 2007年1月1日10年 2017年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

2008年 庶務係 （訟い－ 1 1）雑 雑（平成20年）
刑事首席書

2009年l月間 10年 2019年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2009年 庶務係 （訟いー 06）刑事 刑事（平成21年）
刑事首席書

2010年l月1日10年 2020年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2009年 庶務係 （訟ろ－ 1 O）事件報告 事件報告（平成 21年）
刑事首席書

2010年1月1日5年 20日年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首｝市

記官 ム・書庫） 書記官

20日年 庶務係 （訟ろ－ 0 6）刑事 刑事（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

20日年 庶務係 （訟ろ－ 1 2）記録保存 記録保存（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2011年 庶務係 （訟廷帳簿）訟廷帳簿 送付簿（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日3年 2015年3月31日電子・紙 書庫（書庫）
刑事首席

記官 書記官

20日年 庶務係 （訟ろ－ 0 8）少年 少年（平成23年）
刑事首席書

2012年1月1日5年 2017年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （庶ろー 03）会同，会議2協議結果（平成24年）
刑事首席書

2013年1月1日3年 2016年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟いー 01）訟務一般 訟務一般（平成24年）
刑事首席書

2013年l月1日10年 2023年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム・書庫） 書記官

2012年 庶務係 （庶ろー 03）会同，会議 1会同会議（平成 24年）
刑事首席書

2013年1月1日5年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官

2012年 庶務係 （訟ろ一 15-A）雑 雑（平成24年）
刑事首席書

20日年l月1日5年 2018年3月31日電子・紙
システム（システ 刑事首席

記官 ム） 書記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.1. 1～H25.3.31に作成したファイル）

作成・取 分類 名称
作成・取得者 起算日

保存 保存期間 保存媒体
保存場所 管理者 備考

得年度等 大分類 中分類 （／卜分類） 期間 満了日 の種類

2012年度 庶務係 （訟ろー 06）刑事 刑度事） （（平2成） 24年 刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事r首H4』，席
二f｝：肱 ~I｝：記

2012年度 庶務係 （庶ろー 03）会同，会議2
協議結果（平成 24

刑事首席書記官 2013年4月11::13年 2016年3月31日電子 システム
刑事首席

1fミllf) ( 2) シI｝記’宵

2012年度 裁判只係 （訟ろー 06）刑事
刑事（平成 24年

刑事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首胤

度） 手手fill. 書記官

任裁判免官，以外務の恥員の

2012年度 庶務係
（人ろー 02）裁判官以外の職 勤裁判所の

刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日紙 書庫
刑事首席

員の任免，勤務裁判所の指定 指定（平成 24年度） 書記官
( 2) 

2012年度 庶務係 （訟ろー 08）少年
少年（平成 24年

刑事首席書記官 20日年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席

！主） ( 2) ,If-Jill ~1 ；.記Tr

2012年度 庶務係 （訟ろー 10）事件報告 Zイ｛三H度ll：報）告（2（平）成 24 刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首府
~1rn11 ；！｝：記宵

2012年度 庶務係 （訟ろー 12）記録保存 記録！在保）存（平成 24 刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
システム・ 刑事首席

年 （2) ~·~~ ITfI 。ーi’｝言nc'I寸唱

2012年度 庶務係 （訟ろー 15-A）雑 雑（2（平）成 24年度） 刑事首席書記官 2013年4月1日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席
）｝底 書記官

2012年度 J,ff:務係 （訟ろー 15-B）雑
雑（平成 24年度）

刑事首席書記官 20日年4月1日l年 2014年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首府

( 2) 書w ~1；：記官

2012年度 庶務係 （訟いー 06）刑事
刑＇Ji:（平成 24年

刑事首席書記官 2013年4月l日10年 2023年3月31日電子 システム
刑事首席

！在） ( 2) ）｝：記官

2012年度 庶務係 （庶ろー 05）文書
文~！J （平成 24年

刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席

！皇＝） ( 2) ~l}J!lf -;t：－：記’rr
2012年度 庶務係 （庶ろー 03）会同，会議 1

会同，会議（平成 2
刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙

システム・ 刑事首席
4年度） ( 2) :.1}庫 1!t-記官

2012年度 庶務係 （訟ろー 01）訟務一般
訟年法一般（平成 24 刑事首席書記官 2013年4月l日5年 2018年3月31日電子・紙

シスァム・ 刑事首席
fl'.f) ( 2) iii-庇 ~·t-記官

2012年度 裁判員係 （自庁帳簿）自庁帳簿 調査票等受！在理）待（ 2（平） 刑事首席書記官 2013年4月11::1 3年 2016年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席

日立 24勾三 書店 ~I下記官

2012年度 庶務係 （訟いー 01）訟務一般
訟務一般（平成 24

刑事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
刑事首席

年度） ( 2) ミヰ記官

2012年度 庶務係 （訟いー 09）事件報告 ~！ 1~ 件！在報）告（平成 24 刑事首席書記官 2013年4月1日10年 2023年3月31日電子 システム
刑事首席

年（2) 書記官

2012年度 庶務係 （統ろー 06）資料 J資E料）（（平2成） 24年 刑事首席書記官 2013年4月1日3年 2016年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首府
~； t}:fiti ：！？記官

2012年度 庶務係 （訟廷帳簿）訟廷帳簿 送fl'.f付）簿（平成 24年 刑事首席書記官 2013年4月l日3年 2016年3月31日紙 書庫
刑事首席

( 2) 
ーIJ-記’I守

2012年度 庶務係 （庶ろー 15ーB）雑
雑（平成 24年度）

刑事首席書記官 2013年4月l日l年 2014年3月31日電子・紙
システム・ 刑事首席

( 2) ~！~fili ~I｝記？？？
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4. 1以降作成したファイル）

取得年

20日年度

2013年度

2013年度

2013年度

2013年度

20日年度

2013年度

20日年度

2013年度

庶務帳簿

庶務帳簿

ファイル管理簿

r 

作成・取得者 起算日

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日l年

刑事首席書記官 2014年4月1日3年

刑事首席書記官 120日年4月1日110年

刑事首席書記官 l未定 常用

刑事首席書記官 12014年4月1日130年

201峨｜非協払｜ 晶一 10 ）記 I~~保存（平成 2 5年｜山 2014年4月1日130年

2013年度

2013年度

2013年度

20日年度

2013年度

（汗fj・庶務）庶務
｜庶務帳簿

（事務）
システム等管理簿

2013年度｜（汗lj・庶1釘庶務 ｜（庶ろ－ 15- ｜雑（平成25年度）
I r事務） I B、制・

刑・庶務）規貝IJ' I I ｜（統いー 01）裁｜裁判統計（平成25年
2013年度｜規程，通達及び血ー｜ ｜ 

の制宮崎臨位 口．；｜判統計 ｜度）

刑事首席書記官 未定 ｜常用

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日5年

刑事首席書記官 2014年4月1日3年

刑事首席書記官 2014年4月1日1年

刑事首席書記官 2014年4月1日10年

1ページ

保存場所｜管理者｜備考

システム・｜刑事首席
2019年3月31日｜電子・紙｜ ｜ 

書庫 ｜書記官

システム・｜刑事首席
20日年3月31日｜電子・紙｜ ｜ 

書庫 ｜書記官

2017年3月31日｜紙

2024年3月31日｜電子

未定 電子

2044年3月31日｜電子

2044年3月31日｜電子

未定 ｜紙

12凶年3月31日｜電子

書庫

システム

システム

システム

システム

書庫

刑事首席
書記官

刑事首席
書記官
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司法行政文書ファイル管理簿（H25.4.1以降作成したファイル）

作成・ 分、賓 名称
作成・取得者 起算日

保存期 保存期間 保存媒
保存場所 管理者 備考

取得年 大分類 中分類 （小分類） 間 満了日 体

2013年度 （汗事lj務. ff~l~ ） 訟務 録（訟保存ろー 12) 記 記録保存（平成 25年
刑事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙

シスァム・ 刑事－l~l席
（）  I立＝） ~l}:filI ~I~記官

2013年度
（刑・庶務） n口防 （庶ろー 05）文

文書（平成 25年度） 刑事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席

CH~干先） ~t (1車絡文~I}) 1：；庇 ,I~記官

（刑・庶務）規則，
（訟いー 01）訟 訟務一般（平成 25年 刑事首席

2013年度 規程，通達及び告示 刑事首席書記官 2014年4月l日10年 2024年3月31日電子 システム

の制定改！が等
務一般 度） 書記官

2013年度
（牙lj・庶務）庶務 (rft:ろー 05）文

廃棄（平成 25年度） 刑事首席書記官 2014年4月1日5年 2019年3月31日電子・紙
シスァム・ 刑事首席

（ ~Jn先） 者：（廃棄） ~.i~ fill -.i~記官

2013年度
（汗IJ・庶務）庶務

庶務帳簿
調査裂やえ理的． （平成

刑事首席書記官 2014年4月1日3年 2017年3月31日電子 システム
刑事首席

（~Ji：手元） 2 5 ＇.ドfff) :;t~記官
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冒 ー
2 3 4 ら 6 匂 9 10 11 13 16 17 18 

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイJレ名
保存 保存期間

保存場所 保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 開始時期 満了時期
措置結果

年度 年 年度末 年末

全角9半角18住角15半角3(全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年）（地裁分） 2002 2031 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年）（家裁分）全3冊 2002 2031 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－02 民事 10 民事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－03 商事 10 商事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－05 行政事件 10 行政事件（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－06 刑事 10 刑事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－06 刑事 10 刑事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事〈平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟いー09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－11 雑 10 雑（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－11 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－11 雑 10 雑（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人いー01 裁判官の任免，転補，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬等（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人い－01 裁判官の任免，転補，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイノレ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 年 ft:.11fヲざ 信三事ざ

全角9半角18全角15半角3(全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 人い－02 裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 裁年判）（官地以裁外分の）職員の任免，勤務裁判所の指定（平成15 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 裁年判）（官鮒以裁外伶の）職員の任免，勤務裁判所の指定（平成16 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人い－06 恩給，退職手当，災害補償 10 恩給，退職手当，災害補償（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率，服務（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人い－12 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 来且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 来;lilt、一01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 高且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 来且し、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 車且し、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 庶務係 車且し、－04 検察審査会 10 検察審査会（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

日南支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成15年度） 2004 2013 書庫
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． ． 

大分類 中分類
小分類 標摺ファイル名

保存
ファイ／レ名

保存 保存期間
保存場所

保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 開始時期 満了時期
措置結果

年度 年 ｜年度末 位当ざ

全角9半角18｜全角15半角31 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成16年度） 2005 2014 書庫

日南支部 会計係 会いー02 債権，収入 10 債権・収入（平成16年度） 2005 2014 書庫

日南支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成15年度） 2004 2013 書庫

日南支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成16年度） 2005 2014 書庫

日南支部 会計係 会い－04 物品 10 物品（平成15年度） 2004 2013 書庫

日南支部 会計係 会いー04 物品 10 物品（平成16年度） 2005 2014 書庫

日南支部 会計係 会い－07 保管金，保管有価証券 10 保管金・保管有価証券（平成15年度） 2004 2013 書庫

日南支部 会計係 会いー10 雑 10 雑（平成15年度） 2004 2013 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 ｜裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 ｜住裁判1官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成17 2006 2015 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 ｜判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 1伝裁判1官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成17 2006 2015 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成17年） 2006 2015 書庫

日南支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成17年） 2006 2015 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（平成17年） 2006 2015 書庫

日南支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（平成17年） 2006 2015 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成17年） 2006 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成17年） 2006 2015 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年） 2006 2015 書庫

日南支部 庶務係 人いー02 ｜裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 ｜裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成18 2007 2016 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 ｜裁判所判官の指以定外の職員の任免，
マ；裁

10 i年裁判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成18 2007 2016 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成18年） 2007 2016 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人いー07 能率・服務 10 能率・服務L平成18年） 2007 2016 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成18年） 2007 2016 書庫

日南支部 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成18年） 2007 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 書庫

日南支部 会計係 会いー03 支出 10 支出（平成18年度） 2007 2016 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイノレ名
保存 保存期間

保存場所 保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 年 ほ正己m-穿さ 信三芳吉

全角9半角18全角15半角3C 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会い－06 固有財産 10 国有財産（平成18年度） 2007 2016 書庫

日南支部 会計係 会いー07 保管金，保管有価挺券 10 保管金・保管有価証券（平成18年度） 2007 2016 書庫

日南支部 庶務係 人いー02 ｜判裁判所官の指以宰外の職員の任免，勤務裁 10 伝裁判1官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成19 2008 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成19年） 2008 2017 書庫

日南支部 庶務係 来Eろ－05 執行官 5 執行官（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 組．ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 l判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20 2009 2018 書庫

日南支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－02 l裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－02 l裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20 2009 2013 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成20年） 2009 2018 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員（出勤簿，勤務時間報告書）（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員（出勤簿，勤務時間報告書）（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 成出勤20簿年，）登庁簿，勤務時間報告書，聞過勤務命名簿（平 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 
裁判官特別勤務実績簿，裁判官特別勤務報告書，裁判官特別

2009 2013 書庫勤務手当整理簿，裁判官特別勤務手当報告書（平成20年）

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 管簿理．管職理員職特特別別勤勤務務実広績告簿書，管（平理成職2員0年特）別勤務手当整理 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成20年） 2009 2018 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 書庫
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大分類 中分類
小分類 標準ファイル名

保存
ファイIレ名

保存 保存期間
保存場所 保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年 I奪 年 勾三民r芳さ 年末

全角9半角18世角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4 全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 訟ろー 10 事件報告 5 事件報告（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成20年） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入1 5 債権，収入1（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 債権，収入2（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入4 5 債権，収入4（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー03 物品 5 物品（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー04 営繕3 5 営繕3（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金，保管有価証券1（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券2 5 保管金，保管有価証券2(2冊）（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券3 5 保管金，保管有価証券3(2冊）（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券5 5 保管金，保管有価証券5（平成20年度） 2009 2013 書庫 平年成度1を7合～冊20 

日南支部 会計係 会ろ一06 保管金，保管有価証券7 5 保管金，保管有価証券7（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー07 保管物1 5 保管物1(2冊）（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 検査，監査2（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 検査，監査3（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査5 5 検査，監査5（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（地裁分）（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（家裁分）（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手振出簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

日南支部 庶務係 車Eろ－05 執行官 5 執行官（平成21年） 2010 2014 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイ／レ名
保存 保存期間

保存場所 措保満存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

年唐 年 ｜年唐実 信三芳さ

全角9半角18全角15半角3(全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 来Eろー06 調停委員等 5 調停委員等（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人い－02 l裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成21 2010 2019 書庫

日南支部 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率，服務（平成21年） 2010 2019 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－02 l判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 年裁判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成21 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員（出勤簿）（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員（出勤簿）参与員（出勤簿）（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成21年） 2010 2019 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－10 事件報告 5 事件報告（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶いー05 雑 10 雑（平成21年） 2010 2019 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成21年） 2010 2014 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイIレ名
保存 保存期間

保存場所 保満措存置了期結時間果の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

年度 年 年度末 年末

全角9半角18全角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 l債更権及のび発消生滅，に履関行すのる請文求書，（保平全成，2内1年容度の）変更，効力の変 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 f責措，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入4 5 1正拠書類・計算書面，，本（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－03 物品1 5 l物Ilf品~I在に）関する契約書文はその副本及び付属書類（平成2 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろー04 営繕3 5 工事前負関係（副本）（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 。妊拠書類（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券3 5 小切手原符（1冊）（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券5 5 阪替済通知書，保管金保管替通知書（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券7 5 保管金受領証書，保管金払込書（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査に関する一時的通達（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査3 5 定期及び臨時の検査書（平成21年度） 2010 2014 在庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査5 5 会計監査に関する報告書（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手仮出簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 庶務係 組ろー02 事務分配等 5 事務分配等（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 組ろー05 執行官 5 執行官（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 車且ろ－10 雑 5 雑（平成22年） 2011 2015 書庫 ．， 

日南支部 庶務係 人いー04 人事評価 10 人事評価（平成22年） 2011 2020 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろー02 l裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁年判｝官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成22 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成22年） 2011 2015 古庫

日南支部 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成22年） 2011 2015 書庫
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大分類 中分類
小分類

標摺ファイル名
保存

ファイノレ名
保存 保存期間

保存場所 保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 年 ｜年度末 年末

全角9半角18｜全角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出動簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成22年） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 書庫

日南支部 庶務係 訟い－02 民事 10 民事（平成22年） 2011 2020 書庫

日南支部 庶務係 言公し、－10 記録保存 10 記録保存（平成22年） 2011 2020 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－05 行政事件 5 行政事件（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－07 家事 5 家事（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－15-A雑 5 雑（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成22年） 2011 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー11 図書 3 図書（平成22年） 2011 2013 書庫
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ー ー

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイル名
保存 保存期間

保存場所 保措満存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

年l苦 年 ほ~m'ヲざ 年末

全角9半角18全角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成22年） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

日南支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成22年度） 2011 2020 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 ｜債更及権のび発消生滅，に履関行すのる請文求書，（保平全成，22内年容度の）変更，効力の変 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入4 5 証拠書類・計算書副本（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入6 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろ－02 支出8 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー03 物品1 5 物2年品度に）！制する契約書文はその副本及び付属書類（平成2 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－03 物品7 3 物品の別減に関する文書（平成22年度） 2011 2013 i!F庫

日南支部 会計係 会ろ－04 営繕3 5 工事制負関係（面lj本）（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー04 営繕5 3 営繕に！則する文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 5 証拠書類（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券7 5 保管金受領証書，保管金払込書（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（2冊）（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（3冊）（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査に関する一時的通達（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 定期及び臨時の検査書（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査5 5 会計監査に関する報告書（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査6 3 検査，監査（その他）（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手振出簿（平成22年度） 2011 2015 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイIレ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 f手 年 度 末 年末

全角9半角18住角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4 全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座預金小切手送付簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 その他の帳簿（3冊）（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成19年度） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成20年度） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成21年度） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

日南支部 庶務係 車且ろー05 執行官 5 執行官（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろ一01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろー02 裁判判所官の指以宮外の職員の任免，勤務裁 5 ｜年裁判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成23
2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろ一03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与日出勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成23年） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー 12 記録保存 5 記録保存（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成23年） 2012 2016 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイJレ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始時期 満了時期
措置結果

年民F 年 ｜年度末 安三ヲざ

全角9半角18性角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成23年） 2012 2016 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－ 11 図書 3 図書（平成23年） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成23年） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 ファイル管理簿 2012 2041 書庫

日南支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成23年度） 2012 2021 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 更債権及のび発消生滅，に履関行すのる請文求書，（保平全成，23内年容度の）変更，効力の変 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入4 5 証拠書類・計算書副本（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろー03 物品3 5 物品に関する計画書及び見積書（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券2 5 証拠書類（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券3 5 当座預金小切手原符（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券5 5 振替済通知書，保管金保管替通知書（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券7 5 保管金受領証書，保管金払込書（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 保管物1（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査に関する一時的通達（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査6 3 検査，監査6（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手振出簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座預金小切手送付簿（平成23年度） 2012 2014 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイノレ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年ぽ 年 ｜年麿宋 信三芳ざ

全角9半角18住角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 その他の帳簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

日南支部 庶務係 来且ろー05 執行官 5 執行官（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人いー02 裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 ｜年裁判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24 2013 2022 書庫

日南支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成24年） 2013 2022 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－02 判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 ｜年裁判｝官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろー02 判裁判所官の指以宰外の職員の任免，勤務裁 5 ｜年裁判｝官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24 2013 2017 書庫 課長保管

日南支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－20-B雑 1 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日南支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年） 2013 2022 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－ 15-B雑 1 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶いー01 公印 10 公印（平成24年） 2013 2022 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイ／レ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 年 ｜年度末 ff己努さ

全角9半角18住角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成24年） 2013 2022 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ一05 文書 5 文書（平成24年） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－08 出張連絡 1 出張連絡（平成24年） 2013 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日南支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 ｜債更権及のび発消生滅，に履関行すのる請文求書，（保平全成，24内年容度の）変更，効力の変 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろ－01 債権，収入4 5 証拠書類・計算書副本（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろー01 債権，収入6 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－03 物品8 1 その他の文書（平成24年度） 2013 2013 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券2 5 証拠書類（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券5 5 振替済通知書，保管金保管替通知書（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券7 5 保管金受領証書，保管金振込書（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査に関する一時的通達（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろー08 検査，監査6 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 会計係 会ろ－ 12-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会ろ－ 12-B雑 1 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手仮出簿（平成24年度） 2013 2017 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイノレ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
毎孟1者r 年 年度末 年実

全角9半角18｜全角15半角3( 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日南支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座預金小切手送付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－02 l判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁lす判｝官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24年 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

日南支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 言公ろ－ 15ーB雑 1 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成24年度） 2013 2017 書庫

日南支部 庶務係 庶ろー08 出張連絡 1 出張連絡（平成24年度） 2013 2013 書庫

日南支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年度） 2013 2015 書庫
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2 3 可． :> 6 司． 9 10 11 13 16 17 18 

大分額 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイ／レ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 措保満置存了結期時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間

まま孟民r 年 ま己民rヲさ 量五ヨF

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成22年度） 2012 2022 書庫

都城支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成23年度） 2012 2022 書庫

都城支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成24年度） 2013 2022 書庫

都城支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成18年度） 2007 2016 書庫

都城支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成20年度） 2009 2018 書庫

都城支部 会計係 会い－06 固有財産 10 固有財産（平成18年度） 2007 2016 書庫

都城支部 会 計係 会い－07 保管金，保管有価証券 10 保管金，保管有価証券（平成18年度） 2007 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろー01 ｛質権，収入1 5 債権，収入1（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 f自給：の発（生平，成緩2行I｛の1三~t'l求，保全，内容の変9.!. 効｝Jの変更及び消滅問
する文，•｝ in'.) 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 fltす憾のる文楚2生d履行のUI求），保全．内容の変更．効力の変史及び消滅に
！日l 平成22年度 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入1 5 f代織の発，~~：（平履成行2の／＇＇＇求）．保全．内容の変9.!.効力の変史及び消滅に
｜則する文 <1~L皇宮 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 債権，収入2（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろー01 債梅，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入5 5 現金領収証書原符（平成21年度） 2012 2016 書 庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入6 3 債権，収入に関する文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－01 債権，収入6 3 債梅，収入に関する文書（平成21年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品1 5 物品に閲する付属書類（平成20年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品1 5 物品に関する付属書類（平成21年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品1 5 物品に関する付属書類（平成22年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品3 5 物品に関する計画書及び見積書（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品3 5 物品に関する計画書及び見積書（平成24年度） 2013 2016 書庫
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大分顕 中分類
小分類

標準ファイル名
司 l求f子

ファイル名 可 保時存期 満保了存時期期間 保存場所 措保湖存置了結期時果間の 側 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間i 開始

年民F 隼 恒三厩rヨF 年実

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 会計係 会ろー03 物品5 5 物品5（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－03 物品8 物品に閲する文書（平成24年度） 2013 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－04 営繕1 30 営繕（1）設計図面（特修工事）（昭和59年度） 1985 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保管金，保管有価証券1（平成20年度）全2冊 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提（i:!l成i··~・1受年入度通）知.·~，寄託書，政府保管イ｛価証券従IllJ；・受人
通知，1!・ 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保管金総（平11；，支~~受年・入度通）知書．寄託書．政府保管イf価t正券鎚m.•：·・受人
通匁1;1} 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 ｛呆符金従（平IU成書2・3受年入度通）知書，寄託書，政府保管イf価証券従111.1：・受入
i!!i知Jr- 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 保守T金提（平出成汚2・4受年入度通）知凡寄託J}，政府保管イI価証券艇111.•r-・受人
i!!i 知~｝ 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券2 5 保管金，保管有価証券2 （平成20年度）全12111~ 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 5 証拠書類（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 5 保管金払渡証拠書類（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 5 保管金払渡証拠書類（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券2 5 保管金払渡証拠書類（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券3 5 保管金，保管有価証券3（平成20年度）全3冊 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券3 5 保管金領収証書，小切手原符（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券3 5 保管金領収証書，小切手原符（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券3 5 保管金領収証書，小切手原符（平成2:3年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券3 5 保管金領収証書， 1J、切手原符（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券4 5 
保摩管｝金及び保管有価証券に関する一時間通達（平成24年

2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券5 5 保管金保管替通知書（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券5 5 保管金保管替通知書（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券6 5 保管金，保管有価証券6（平成20年度）全3冊 2009 2013 書庫

都減支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券7 5 保管金，保管有価証券7（平成20年度）全3冊 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券7 5 保管金のh受k符領証｛平書成．保管年金度払）込書．保管金保管待通知1；作及びl’me金似
村：，tr- 21 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券7 5 ｛呆符金受領証Pl書i:!b保2管年金度払）込書，保管金保管併通知，t｝及び（I.JI併合Iii
持J：のfJj（符 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券7 5 ｛呆f時N訟受領証Pf-凡1J.X保管金払込書．保管金保管併i!!i知，I｝及び11.J!olC金似
wのJJ；（符（ 23~度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券7 5 ｛呆i'f金受側証（平書成，保管年金度払）込書．保特金保符併通知；•：·及び（ 1~!olC念桜
持；•：·のfJ；（符 24 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成23年度） 2012 2014 書庫
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大分類 中分類
小分額

標準ファイル名
司 1司Hf.

ファイル名 ‘ 保時存期 満保了存時期期間 保存渇所 措保満存置了結期時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期！日l 開始

~JV' 勾三 ｜年摩宋 年実

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券9 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 保管物1（民事・刑事）（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 民事保管物受領票（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 民事保管物受領票（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 民事保管物受領粟（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－07 保管物1 5 民事保管物受領票（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 検査・監査に関する一時的通達（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 検査，監査：H平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろー08 検査，監査5 5 検査，監査5（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－08 検査，監査6 3 検査，監査6その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 会計係 会ろ－08 検査，監査6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会社係 会ろ－08 検査，監査6 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－09 予算執行職員等2 3 その他の文書（平成23年度） 2013 2015 書庫

都城支部 会計係 会ろ－ 12-A雑 5 会計に！刻する一時的通達その他の文書（平成22年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろー12-A雑 5 会計にl~Iする一時的通達その他の文書（平成2:3年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会ろ－ 12-A雑 5 会肝に関する一時的通達その他の文書（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会ろ－ 12-B雑 雑B（平成24年度） 2013 2013 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 タクシー乗車券使用簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 小切手等送付簿（平成初年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 小切手等送付簿（平成21年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 小切手等送付簿（平成22年度） 2012 2014 書店tr

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 小切手等送付簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 小切手受渡授受簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿12 3 小切手等送付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権管理簿（平成15年度） 2009 2013 書庫
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~r 

大分類 中分類 （分小類分記類号） 標準ファイル名
司依存

ファイノレ名 ‘開保始存時期 満保了存時期期間 保存場所 保満措存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日期間

勾三民子 年 壬正己民rヲさ 正E己ヲさ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権管理簿件勾安＆μ手話~）. (SJ乙成 16年度） 2010 2014 書庫 誤記訂正

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権管理簿｛平成22年度）（平成17年度j 2011 2015 書庫 誤記訂正

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権管理簿4平感w手度以平成18年度） 2012 2016 書庫 誤記訂正

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権管理簿（平成19年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成22年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成2:-3年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成11年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成12年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成13年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成14年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成15年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成16年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成17年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成18年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成19年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成20年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成21年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成22年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（保管金）（平成16年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（保管金）（平成17年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（保管金）（平成18年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（保管金）（平成19年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成16年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成17年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成18年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成19年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫
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一 一
大分類 中分類

小分類
標準ファイル名

‘ 1呆存
ファイル名 ‘開保始存時期 満保了存時期期間 保存場所 措保満存置了結期時果間の 側 考 廃棄年月日（分類記号） 期間

5.民苦 年 ｜年IW実 勾二末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手振出簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 保管金小切手振出簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 保管金小切手振出簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手仮出簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

都城支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿8 5 小切手振出簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成24年） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成24年） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 庶いー05 雑 10 雑（平成21年） 2010 2019 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議2 3 会同，会議（平成22年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議2 3 会同，会議（平成23年） 2012 2014 書庫

都成支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 書庫
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一
大分類 中分類

小分類
棟準ファイル名 ‘ 1呆存 プァイノレ名 ‘ 保存時 満保了存時期期間 保存場所 措保満存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始期

年 m- 年 川正民r菜 年実

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成22年） 2011 2015・ 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－08 出張連絡 出張連絡（平成24年） 2013 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理，当直（平成22年） 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理，当直（平成2：~年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理，当直（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理，当直（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－11 図書 3 図書（平成22年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー11 図書 3 図書（平成23年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー11 図書 3 図書（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー13 交際 5 交際（平成2：~年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 庶ろ－13 交際 5 交際（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 庶ろー15-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 1 30 ファイル管理簿 2012 2041 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 特殊文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書発送簿（平成22年） 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 特殊文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書発送簿（平成23年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 特殊文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書発送簿（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 桜文書発送簿（平成23年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 秘文書発送簿（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 特殊文書受付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫
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小分類 ‘ 1呆存
司．

満保了存時期期間 措保満存置了期結時間果の大分類 中分類
（分類記号）

標準ファイル名
期間

ファイル名 開保始時存期 保存渇所 備 考 廃棄年月日

年 I奪 年 年同r宋 年来

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書受理簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 文書発送簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成17年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成18年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成19年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成21年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成23年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 2 3 現金書留授受簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年）（地裁分） 2002 2031 書庫

都城支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年）（家裁分） 2002 2031 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年度）（地家裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 言］.~It 、－ 01 訟務一般 10 訟務一般（平成19年） 2008 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 書庫

都城支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 訟い－02 民事 10 民事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－02 民事 10 民事（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー03 商事 10 商事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書JltI

都城支部 庶務係 訟いー03 商事 10 商事（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー05 行政事件 10 行政事件（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－06 刑事 10 刑事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫
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大分額 中分類
小分類

標準ファイル名
司保存

ファイノレ名 ‘ 保時存 湖保了存時期期間 保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始 WI 
措置結果

年民r 年 峰三民rヲ吉 持主芳ミ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 学角9

都城支部 庶務係 訟いー06 刑事 10 刑事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー06 刑事 10 刑事（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成17年度）（地家裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー08 少年 10 少年（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー08 少年 10 少年（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－08 少年 10 少年（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟い－ 10 記録保存 10 記録保存（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟いー 11 雑 10 雑（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟いー11 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟い－ 11 雑 10 雑（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 書庫
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~，...， 

大分類 中分類 小分類
標準ファイル名 ‘ 1呆存 ファイノレ名 ‘ 保時存 満保了存時期期間 保存渇所 保満措存置了結期時果間の 備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始期

忽 m' 年 忽 m'寮 半末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－10 事件報告 5 事件報告（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－10 事件報告 5 事件報告（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成2~3年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－10 事件報告 5 事件報告（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成2:3年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－15-A雑 5 雑（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（録普反訳）（平成20年） 2009 2013 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－ 15-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

都城支部 庶務係 訟ろ－15-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

都城支部 庶務係 人いー01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 裁判官の任免，墳補，報酬等（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 人いー01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 裁判官の任免，境補，報酬等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 ｜裁判判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 10 ｜裁（地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1開 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 人い－02 ｜哨事判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 ｜；武l地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成15年） 2004 2013 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人いー02 裁剥,; 賢司l官の指以宰外の職員の任免，勤務裁 10 実地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成16年） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 裁判判所官の指以外宮の職員の任免，勤務裁 10 裁（地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成16年） 2005 2014 書庫 課長保管
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
司 l釆存

ファイJレ名
司 1呆存

満保了存時期期間 保存場所 保措満置存了期結時果間の 備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始時期

~ユI# 年 生j::.J#ヨE ~ユヨξ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 人いー02 裁判判所官の指以外定の職員の任免，期務裁 10 裁（家判裁官分以）外の職員の任免、勤務裁判所の指定（平成16年） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人い－02 判裁判所官の指以定外の職員の任免，期務裁 10 裁度判）（官地裁以外分の）職員の任免，勤務裁判所の指定（平成17年 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 裁判判所官の指以官外の職員の任免，勤務裁 10 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 判裁判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 10 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成19年） 2008 2017 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 務判判所官の指以定外の職員の任免，捌揚裁 10 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20年） 2009 2018 書庫

都城支部 庶務係 人いー02 裁判判所官の指以外定の職員の任免，期務裁 10 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24年） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー03 試験 10 試験（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成19年） 2008 2017 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成24年） 2013 2022 書庫

都城支部 庶務係 人いー06 恩給，退職手当，災害補償等 10 恩給・退職手当・災害補償（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー07 能率 10 能率（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 人いー07 能率 10 能率（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率・服務（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 服務（平成21年） 2010 2019 書庫

都城支部 庶務係 人い－12 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転fflj，報酬等（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転捕し報酬等（平成2~-3年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－02 ｜裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろー02 ｜裁判判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成20年） 2009 2013 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろ－02 判裁判所官の指以外宗の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろー02 裁判判所官の指以外宮の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成22年） 2011 2015 書庫
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一
大分類 中分類

小分類
標~ファイル名

‘ 1呆存
ファイノレ名 ‘開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 保措満存置了期結時果間の 1鱒 考 廃棄年月日（分割記号） 期間

~I# 牢 1£Eぽ安 正記ヲ＂＂

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 人ろー02 判裁判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろー02 判裁判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 故判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろー02 ｜｜裁判判所官の指以宗外の職員の任免，勤務殺 5 ｜裁庶判｝官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24年 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－03 試験 。試験（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成2：~年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成2:3年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（職員団体）（平成20年） 2009 2013 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 llli務（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろー11 服務 5 Hf！務（平成2:3年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫
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大分類 中分顕
小分額

標準ファイル名
可保存

ファイル名 ‘ 保存時
保存期間

保存場所
保満存了期時間の

側 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開 始 期 満了時期

措置結果
年 nr 年 隼庶ヲF fE己ヨF

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろー 14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫

都城支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫 課長保管

都城支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 書庫

都城支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成22年） 2011 2020 書庫

都城支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成2:i年） 2012 2021 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 。人事帳簿2（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 人事帳簿2（平成21年）超過勤務命令簿 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 人事帳簿2（平成22年）超過勤務命令簿 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成2:i年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成23年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成23年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成24年） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 人事帳簿：H平成22年）休暇簿 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成2:i年） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年度） 2013 2015 書庫
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r ， 
大分類 中分類 小分類

棟準ファイル名
司 l呆存

ファイJレ名 司 保存時期 満保了存時期期間 保存渇所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 開始
措置結果

袋三ぽ 年 ほ:i:;ar安 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

都城支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

都城支部 庶務係 組い－01 組織一般 10 組織一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 車;ft~ 、一 01 組織一般 10 組織一般（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 組い－01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 組い－01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 車;ftし、－01 組織一般 10 組織一般（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 組い－02 司法修習生・執行官・調停委員等 10 司法修習生・執行官・調停委員等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

都城支部 庶務係 組い－02 執行官 10 執行官（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 高;H.v、－02 執行官 10 執行官（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 車Eし、－04 検察審査会 10 検察審査会（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 組ろー03 裁判官会議2 5 裁判官会議2 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－05 執行官 5 執行官（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－05 執行官 5 執行官（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－05 執行官 5 執行官（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 来Eろー05 執行官 5 執行官（平成2a年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成21年） 2010 2014 書庫

都城支部 庶務係 組ろー06 調停委員等 5 調停委員等（平成22年） 2011 2015 書庫

都城支部 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成2a年） 2012 2016 書庫

都城支部 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成17年度）（地裁分） 2006 2015 書庫

都城支部 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成18年） 2007 2016 書庫

都城支部 庶務係 統いー01 裁判統計一般 10 裁判統計（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 統いー01 裁判統計一般 10 裁判統計（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

都城支部 庶務係 統いー01 裁判統計一般 10 裁判統計（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

13ページ



r' e’ 

2 3 4 ::i 6 8 9 10 11 13 16 17 18 

大分額 中分類
小分額

標準ファイル名
保存

ファイ／レ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 保満借存置了結期時間果の i組 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間

隼 Ii' 年 牢民r宋 年末

全角9半角18全角15.!l主角30 全角21半角42 全角48！幹角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 五且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 車且し、一01 組織一般 10 組織一般（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 京:IH、－01 組織一般 10 組織一般（平成20年度） 2009 2018 書庫

延岡支部 庶務係 組いー02 ｜筈司法修習生，執行官，調停~a 10 裁司法伶修）習生，執行自，調停委員等｛半成15年度）（地 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 主Eし、一02 司｜筆法修習生，執行百，調停委貝 10 裁司法伶1修習生，執行官，調停委員等（平成16年度）（地 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 来Eし、－02 司法修習生・執行官・調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成20年） 2009 2018 書庫

延岡支部 庶務係 キ且し、－02 執行官，鯛停委員等 10 ｜年執行度官）（地，調裁停分委）員，司法委員並びに参与員（平成16 2005 2014 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 組いー04 検察審査会 10 検察審査会（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 *.liろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 t且ろー02 事務分配等 5 事務分配等（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 車且ろー03 裁判官会議2 5 裁判官会議2（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 来Eろ－05 執行官 5 執行官（平成20年） 2009 2013 書庫’

延岡支部 庶務係 主且ろー05 執行官 5 執行官（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 組ろ－05 執行官 5 執行官（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 手Eろ－05 執行官 5 執行官（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 高且ろ－05 執行官 5 執行官（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 車且ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 来Eろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 車Eろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人いー01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 裁判官の任免，填補，報酬等（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人いー01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 裁判官の任免，填補，報酬等（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02
裁誼裁裁判判判l官所前’以以のの指指外外宰の定の職職員員の任免， 勤務

10 ｜裁5年判度官）以（地外裁の分職）員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02
の任免，勤務

10 裁6年判度官）以（地外裁の分職）員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02
裁裁裁裁判判判判官所官宵的以以の帽特外外の宮の宮職職員員のの任免， 勤務

10 裁7年判）官（家以裁外分の）職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02 任免，勤務
10 裁7年判）官（地以裁外分の）職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02 裁裁判判所官以の指外定の職員の任免，勤務 10 ｜裁8年判）官（地以裁外分の）職員の任免．勤務裁判所の指定（平成1 2007 2016 書庫



,.. ， 
2 3 4 5 6 8 I 9 10 11 13 16 17 18 

小分額 保存
開保始時存期 満保了存時期期間

保存期間
大分類 中分類

（分類記号） 標準ファイル名
期間

ファイJレ名 保存場所 措満了時の 備 考 廃棄年月日
置結果

伍庶 年 lfEぽ安 士記ヨ~

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 人いー02
裁裁裁裁判羽判判官官所ifr以の以の指外指外の定定の職職員員の任免． 勤務

10 裁9年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2008 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人いー02
の任免，勤務

10 4裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成2 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成15年）（家裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成16年）（家裁分） 2005 2014 書郎

延岡支部 庶務係 人いー03 試験 10 試験（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人いー03 試験 10 試験（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人い－04 人事評価 10 人事評価（平成22年） 2011 2020 書庫

延岡支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫 ． 
延岡支部 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成24年） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 人い－06 思、給，退職手当，災害補償 10 恩給，退職手当，災害補償（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率， JI~務（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人いー07 能率， JIFl務 10 能率，服務（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（栄典）（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（栄典）（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率，服務（栄典）（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人いー07 能率・服務 10 服務（平成21年） 2010 2019 書庫

延岡支部 庶務係 人い－ 12 雑 10 雑（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，填補，報酬 5 裁判官の任免，填補，報酬（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免、填補、報酬等 5 裁判官の任免、填補、報酬等（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等よ平成23年）． 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－02 l裁裁判判官所以の指外定の職員の任免，勤務 5 裁0年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成2 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員の任免等 5 裁判官以外の職員の任免等（平成21年） 2010 2014 書庫
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2 3 。 6 8 9 JO 11 13 16 17 18 

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名 保存 ファイノレ名 rm保始時存期 湖保了存時期期間 保存場所 保措満存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期1111

毎：.m= 牢 土忌m・ヲさ it:.ヲさ

全角9半角18全角15！ド角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角・1半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 人ろ－02 裁裁判判官所以の指外定の職員の任免，勤務 5 裁判官以外の職員の任免等（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー02 裁裁判判官所以の指外定の職員の任免，勤務 5 裁3年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成2 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－02 裁裁判判官所以の指外定の職員の任免，勤務 5 4裁年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成2 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー11 111¥l務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 書庫

3 



マ 守

2 3 5 6 8 I 9 10 11 13 16 17 18 

大分顕 中分顕
小分類

標準ファイル名
保存

ファイノレ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間

摘置結果
ft:.民Z 年 ｜年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 学角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延問支部 庶務係 人ろ－11 1111務 5 服務（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－ 11 ！！日務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー11 Jlfl務 5 服務（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務｛系 人ろー14 栄典 10 栄典（平成15年）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫 課長保管

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫

延｜崎支部 w矛先係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成20年） 2009 2018 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成22年） 2011 2020 書庫

延岡支部 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成23年）・ 2012 2021 書庫

延．問支部 /,ff;.f~係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成24年） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－20-13剥t 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人ろ－20-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成20年）全2冊 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出動簿（平成20年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出勤簿（平成21年） 2010 2014 書庫

延附支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（調停委員）（平成22年）3冊 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（調停委員）（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（制停委員）（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（調停委員）（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 裁判官特別勤務手当報告書（平成20年） 2009 2013 書庫

4 



守 守

2 3 4 ::i 6 8 9 10 II 13 16 17 18 

大分問 中分割
小分煩

標懲ファイル名
保存

ファイノレ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分閉記号） 期間

措置結果
a己毘r 年 峰三庶安 伝噴き

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角・1 全角21半角・12 半角9

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 ~ 裁判官特別勤務手当報告書（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 。裁判官特別勤務手当報告書等（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 裁判官特別勤務手当報告書等（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 裁判官特別勤務手当報告書等（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 裁判官特別勤務手当報告書等（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 。超過勤務等命令簿（平成21年） 2010 201,1 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 ~ 超過勤務命令簿（平成22年）2冊 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務命令簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

延｜尚支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成20年） 2009 2013 書庫

延IMJ支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成21年） 2010 2014 {'Jntl 

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（登庁簿及び欠勤簿を含む。）（平成22年）2冊 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（登庁簿及び欠勤簿を含む。）（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（登庁簿及び欠勤簿を含む。）（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（登庁簿及び欠勤簿を含む。）（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 管理職特別勤務実績簿（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（民事・家事調停委員）（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員登庁旅費支給状況報告書（平成20年） 2009 2013 書店lt

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 管理職員特別勤務時1111実績簿（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成23年） 2012 2014 書庫

5 



r,. r, 

2 3 。 6 8 9 10 II 13 16 17 18 

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイJレ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 保措満存置了期結時果間の ｛舗 考 廃棄年月日
｛分額記号） 期間

査Em' 年 ｜年度末 年宋

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角・18半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角・1半角‘1全角9半角18全角2半角4 全角21半角・12 半角9

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 送付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 代休日指定簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 代休日指定簿（平成23年） 2012 2014 書庫

延：岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成21年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成23年度）（地裁・家裁） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 旅行命令簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟し、一01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫

延岡支部 庶務係 艶：~It 、一 01 訟務一般 10 訟務一般（平成19年） 2008 2017 書庫

延岡支部 J.1f.務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成20年） 2009 2018 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 書庫

延岡支部 庶務係 it~v 、－ 01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 訟し、－02 民事 10 民事（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 艶出、－02 民事 10 民＊＜平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟とし、－02 民事 10 民事（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー03 商事 10 商事（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－05 行政事件 10 行政事件（平成16年度）（地裁分） 2005 2011 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー06 JflJ司E 10 刑事（平成15年度）（地裁分） 200・1 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟し、一06 刑事 10 刑事（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー06 刑事 10 Jf~JlJq平成17年）（地紋分） 2006 2015 書庫

6 
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マ

2 3 4 。 6 8 9 10 11 13 16 17 18 

小分額 保存 保存 保存期間 保借満存置了期間大分割 'P分額 （分額記号）
標準ファイル名

期間
ファイJレ名 開始時期 満了時期 保存渇所 時の ｛筒 考 廃棄年月日

結果
ffillf 年 年慰宋 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角・12 全角岨半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書J車

延岡支部 庶務係 訟いー09 :if~f11：報告 10 事件報告（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟いーOD 事件報告 10 事件報告（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 当時t

延岡支部 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー 10 記録保存 10 記録保存（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 I.ff. 務係 訟いー 10 記録保存 10 記録保存（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成2：~年） 2012 2021 書店

延同支部 庶務係 訟いー11 雑 10 雑（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書雌

延岡支部 庶務係 訟いー 11 雑 10 雑（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 事件の受付及び分配等（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 事件の受付及び分配等（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 事件の受付及び分配等（平成24年） 2013 2017 書店

延岡支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 寄席

延岡支部 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー04 調停 5 調停（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成20年） 2009 2013 寄席

延岡支部 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事（平成21年） 2010 2014 書ntr
延岡支部 庶務係 訟ろー06 汗lj~J~ 5 刑事（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー07 家事 5 家事（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー09 弁鰻士 5 弁護士（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 。事件報告（平成22年） 2011 2015 書庫
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2 3 4 5 6 8 9 10 I 11 13 16 17 18 

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイJレ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 保満措存置了期結時間の果 備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間

袋三民F 年 fl:主陪rヨE 勾三末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー 12 記録保存 5 記録保存（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 15-A射をA 5 訟務雑A（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－15-A利主 5 雑A（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 15-A雑A 5 雑（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー15-A雑A 5 雑（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 n~ろ－ 15-B 雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

延岡支部 庶務係 訟ろー15-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

延岡支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成15年度） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成22年度） 2011 2020 書庫

延岡支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成23年度） 2012 2021 書庫

延岡支部 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

延岡支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成15年度） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会いー03 支出 10 支出（平成15年度）（家裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成16年度）（家裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 会計係 会い－03 支出 10 
司、

支出（平成17年度）（家裁分） 2006 2015 書庫

延岡支部 会計係 会い－04 物品 10 物品（平成15年度） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会い－07 保管金，保管有価証券 10 保管金，保管有価証券（平成15年度） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会い－ 10 雑 10 雑（平成15年度） 2004 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入1 5 債権・収入1（平成20年度） 2009 2013 書庫

8 



r 守

。匂 3 4 。 6 8 I 9 10 I 11 13 16 17 18 

大分額 中分額
小分類

標準ファイル名
保存

ファイル名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所 指保満存置了結期時果間の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間

牢 ro- $ 伝庶省F 年実

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48！件角96 半角2 全角78半角156 半角・1 半角4 半角4 半角・1全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延｜而l支部 会計係 会ろー01 債権・収入1 5 変債権更の及発び生消，滅履に行関のす楠る求文，書保（全平，成内2容1年のI 変f)更，効力の 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入1 5 ｛｜密貰権璽の及発び生消，滅履に行関のす間る求文，書保（全平，成内2容2年のI 変f)更，効力の 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入1 5 l債変権更の及発び生消，滅履に行関のす請る求文，書保（全平，成内2容3年のI 変f)更，効力の 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入1 5 ｜債変権更の及発び生消，滅履に行関のす請る求文，書保（全平，成内24容年の~ 変r)更，効力の 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入2 5 債権・収入2（平成20年度） 2009 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろー01 債権・収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成21年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－01 債権・収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成22年度） 2011 2015 書雌

延岡支部 会計係 会ろ－01 （責儲・収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成23年度） 2012 2016 書nti

延！崎支部 会計係 会ろー01 債権・収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成2-1年度） 2013 2017 書庫

延｜同支部 会計係 会ろ－01 債権・収入6 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 事fill:

延岡支部 会計係 会ろ－02 支出8 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろー03 物品3 b 物品3（平成20年度） 2009 2013 書庫

延岡支部 会ill・係 会ろー03 物品3 5 物品にI則する計画書及び見F白書（平成21年度） 2010 2014 ~~t同E

延岡支部 会計係 会ろ－m~ 物品3 5 物品に関する計画書及び見聞書（平成23年度） 2012 2016 書雌

延岡支部 会計係 会ろーo：~ 物品3 5 物品に関する計画書及び見積書（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろー03 物品5 5 物品5（平成20年度） 2009 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－03 物品8 その他の文書（平成24年度） 2013 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－04 営繕1 30 （（令1)2上冊大）瀬本小路裁判官宿舎設計図（昭和60年度） 1986 2015 書庫

延｜同支部 会計係 会ろー04 営繕1 30 (1）延岡支部庁舎内装等改修工事（平成1年度） 1990 2019 書店

延｜同支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 入札保証金振込証明書（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金，保管有価証券1 5 入札保証金仮込証明書（平成24年度） 2013 2017 書庫

延附l支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金，保管有価証券1（平成20年度）全3fllt 2009 2013 書庫

延問支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 
tJ ~菅金提出寄，保官金支入通知寄金4tttn半成21年

2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金．保管有価証券1 5 af】二一一一言，；み百品交入油知書全3附｛平成22年 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成23年度） 2012 2016 書庫

延｜同支部 会計係 会ろー06 保管金，保管有価証券1 5 保管金提出書（平成24年度） 2013 2017 書j車

9 



r r 

‘q ・ 3 4 5 6 8 9 10 II 13 16 17 18 

大分割 中分額
小分矧

標準ファイル名
保存

ファイル名
保存

満保了存時期期間 保存場所
保満存了期時間の ｛紺 考 廃棄年月日

（分額記号） 期間 開始時期
指置結果

牢摩 隼 忽 llf安 a三事ぎ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角・12 学角9

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券2 5 保管金，保管有価証券2（平成20年度）全4冊 2009 2013 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券2 5 保管金払渡証拠書類全4冊（平成21年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価柾券2 5 保管金払渡証拠書類全4冊（平成22年度） 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券2 5 保管金払渡航拠書類（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券2 。保管金払渡証拠書類（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券3 5 保管金，保管有価証券3（平成20年度）全2冊 2009 2013 書庫

延．｜而l支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券3 5 保管金領収証書，小切手原符全2冊（平成21年度） 2010 201'1 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券3 5 保管金領収紅書，小切手原符全2冊（平成22年度） 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券3 5 保管金領収証書（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券3 5 保管金制収証書（平成24年度） 2013 2017 書庫

延｜同支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価註券3 5 小切手原符（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券3 5 小切手原符（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券5 5 振替済通知書，保管金保管替通知書（平成22年度） 2011 2015 書庫

延｜耐支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価妊券5 5 振替済通知書，保管金保管替通知書（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券5 5 唐4不 1益金党領証膏，保管金払込吾のj県符｛平成24年 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券7 5 保管金，保管有価証券7（平成20年度） 2009 2013 書庫

延｜話l支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券7 5 保書管及金び受閏領庫証金書振替，保書管の金原払符込（平書成，保21管年金度保）管替通知 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券7 5 保書管及金び受国f』ミ町証金振書替，保書管の金原払符込（平書成．保22管年金度保）管替通知 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券7 5 摩問、）白金支f ベロu・圃， i呆官金払~膏のj県符｛平成23年 2012 2016 書庫

延l同支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券7 5 保管金保管替通知書の原符（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券8 3 保管金受払日計表全2冊（平成22年度） 2011 2013 書庫

延｜同支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価斑券8 3 保管金受払日計表（平成23年度） 2012 2014 書庫

延llfrJ支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券8 3 当座預金受払日計表（平成23年度） 2012 2014 書庫

延｜制支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券8 3 保管金受払日計表（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券8 3 当座預金受払日計表（平成24年度） 2013 2015 書庫

延IMI支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券9 3 その他の文書全3llU（平成22年度） 2011 2013 書庫

to 



守 r 

2 5 6 8 9 10 11 13 16 17 18 

大分矧 中分類
小分額

標準ファイル名
保存

ファイIレ名 開始保時存期 満保了存時期期間 保存場所 措保満存置了期結時間の果 備 考 廃棄年月日
（分間記号） 期間

忽庶 $ ' 5三民l"'lぎ 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角・1半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 会計係 会ろー06 保管金・保管有価証券9 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

延同支部 会計係 会ろ－06 保管金・保管有価証券9 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

延｜同支部 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 噴平査成・監23査年に度l則）する一時的通達等 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 （食平査成・監24査年に度関）する一時的通達等 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会ろー08 検査・監査2 5 検査及び監査（平成22年度） 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会ろ－08 検査・監査6 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 会言十係 会ろ－08 検査・監査6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

延岡支部 会計係 会ろー 12-B雑 会計の付随的事務にIMIする文書（平成24年度） 2013 2013 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権整理簿（過料事件立替金整理簿）（平成19年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権整理締（過料事件立替金整理簿）（平成20年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 5 債権監理簿（過料事件立替金整理簿）（平成21年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会許帳簿 会計帳簿3 5 債権整理簿（過料事件立替金整理簿）（平成22年度） 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 。債権整理簿（過料事件立替金整理簿）（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿3 。（白梅整理簿（過料事件立替金整理簿）（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金lH納簿（収入金）（平成17年度） 2012 2016 書庫

延附支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成18年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成19年度） 2012 2016 書庫

延｜而l支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成20年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成21年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成22年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金）（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金・一般会計）（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（収入金・特別会計）（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成20年度） 2009 2013 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 :::> 現金出納簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

11 



， 守

。臼 3 5 6 8 I 9 10 II 13 16 17 18 

大分額 中分額
小分割

標準ファイル名
保存

ファイル名 開保始存時期 満保了存時期期間 保存場所 措保満存置了期時結間果の 備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間

量己防・ 王手 ~Af支 勾三葉

全角9半角18全角15半角30 全角21半角・I:! 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角・1 半角・1半角・1全角9半角18全角2半角・1 全角21半角42 半角9

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成23年度） 2013 2017 書庫
保管金システム

で管理

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫
保管金システム

で管理

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前j度資金出納簿（平成17年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前j度資金出納簿（平成18年度） 2012 2016 書雌

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成19年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成20年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係． 会計帳簿 会計帳簿4 。前渡資金出納簿（平成21年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成22年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金出納簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金（一般会計）出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 前渡資金（特別会計）出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成20年度） 2009 2013 書Ii)I

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成21年度） 2010 2014 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 。当座預金出納簿（平成22年度） 2011 2015 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成2~3年度） 2013 2017 書庫 保管で金管シ理ステム

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 当座預金出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫 保管で金管シ理ステム． 
延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿6 5 押収物送付票（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手振出簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿7 5 小切手仮出簿（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座小切手送付簿（平成21年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座小切手送付簿（平成22年度） 2011 2013 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座小切手送付簿（平成23年度） 2012 2014 書庫

延岡支部 会計係 会計帳簿 会計帳簿11 3 当座小切手送付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成15年度）（地裁分） 2004 2013 書庫

延岡支部 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成16年度）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成17年）（地裁分） 2006 2015 書庫

12 
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2 3 4 5 6 8 I 9 10 II 13 16 17 18 

大分額 中分類
小分顕

標準ファイル名
保存

ファイノレ名 開保始存時期 満保了存時期期IUI 保存場所 保借満存置了期結時間の果 併H 考 廃棄年月日
（分割記号） 期間

局主階・ 年 ｜年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角・12 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角・1 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 統ろー08-A雑 5 統計雑（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫

延岡支部 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成24年） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成16年）（地裁分） 2005 2014 書庫

延岡支部 I!日方係 庶いー04 文書 10 文書（平成18年）（地裁分） 2007 2016 書庫

延岡支部 I庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成24年） 2013 2022 書庫

延岡支部 庶務係 庶いー05 雑 10 雑（平成21年） 2010 2019 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 m：ろ－01 公印 5 公印（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 Hf：務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー03 会同・会議1 5 会成同20，年会）議1（一時的通達，計画書その他の文書）（平 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー03 会同・会議1 。会同・会議（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同及び会議（平成22年）2冊 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー03 会問，会議1 5 会同及び会議（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－03 会問，会議1 5 会同及び会議（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同及び会議（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー03 会同，会議2 3 会同及び会議（平成23年） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 I.fr.ろー05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 害庫

延岡支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成21年） 2010 2014 書庫
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2 3 4 5 li 8 I 9 10 I 11 13 16 17 18 

大分類 中分類
小分額

標準ファイル名
保存

ファイJレ名 開保始時存期 満保了存時期期間 保存渇所 保満措存置了期時結間の 備 考 廃棄年月日
（分顕記号） 期間

措置果
£E陪F 年 王~~円吉 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角・12 半角9

延岡支部 庶務係 r.n：ろー06 広報 5 広報（平成22年） 2011 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成23年） 2012 2016 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成24年） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 IJtろ－06 広報 5 広報（平成24年度） 2013 2017 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－08 出張迎絡 tH張連絡（平成24年） 2013 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー09 庁内管理，当直 3 庁内管理・当直（平成22年）3冊 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー09 庁内管理，当直 3 庁内管理・当直（平成23年） 2012 201・1 書庫

延岡支部 庶務係 rrr:ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理・当直（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 I.ff.ろ－09 庁内管理，当直 3 庁内管理・当直（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－ 11 図書 3 図書及び資料（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 I.~ろ－ 11 図書 3 図世及び資料（平成23年） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろ－ 13 交際 5 交際（平成20年） 2009 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶ろー 15ーB雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

延岡支部 庶務係 ill：ろ－ 15-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

平成18.1.1付

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 ファイル管理簿 2012 2041 事務室
け事務記録帳
簿保存簿より

移行

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（昭和60年度）（地裁分） 1986 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録l帳簿保存簿（11gfn61年度）（地裁分） 1987 2016 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年度）（家裁分） 2002 2031 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年度）（地裁分） 2002 2031 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 当直文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延｜而l支部 庶務係 w：務帳簿 庶務帳簿2 3 当直文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 当直文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 当直文書受付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

14 
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2 3 4 。 (j 8 9 10 11 13 16 17 18 

小分顕 保存
開保始時存期 満保了存時iu1期川 保措i絢存置了期間大分銅 中分矧 傑僧ファイル名 ファイル名 保存場所 時の ｛絡 考 廃棄年月日

（分額記号） 期間
結果

忽庖 年 年院r宋 a己ヨF

全角9半角18全角15半角30 全角21半角-12 全角-18半角96 学角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 20 1・1 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延｜而l支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文治受理簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成22年） 2011 2013 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成23年） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延同支部 庶務係 庶務l帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 自庁帳簿 自庁帳簿 3 鍵併用・返還記録簿（平成23年） 2012 2014 書庫

延岡支部 庶務係 自庁帳簿 自庁帳簿 3 鍵借用・返還記録簿（平成24年） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 自庁帳簿 自庁帳簿 3 鍵借用・返還記録簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

延岡支部 庶務係 自庁帳簿 自庁帳簿 3 当山口能（平成24年度） 2013 2015 書庫

15 
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大分tti 中分rn ノj、分間
保準ファイル名 期｛当~~r; ファイル名 開保始存時‘期 満保了存時期期間 i判長滋所 i捕呆~j干置了｛－~結19寺Il果のIf) 備 考 廃来年JlII 

（分額記号｝

年 I窒 年 年 l¥f宋 主tユヨE

全角9半角18全角15半角30 全角21半角・12 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角・12 半角9

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年） 2002 2031 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 郵便送付簿（平成22年） 2011 2013 事務室

宮~ffifi/& 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書送付簿（平成22年） 2011 2013 事務室

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 現金書留授受簿（平成22年） 2011 2013 事務室

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 ファイル管理簿 2012 2041 事務室

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 2014 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 郵便送付簿（平成23年） 2012 2014 事務室

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書送付簿（平成23年） 2012 2014 事務室

宮崎簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 現金書留授受簿（平成23年） 2012 2014 事務室

宮附附抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 郵便送付簿（平成24年） 2013 2015 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書送付簿（平成24年） 2013 2015 事務室

宮崎筒抜 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 現金書留授受簿（平成24年） 2013 2015 事務室
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大分額 中分類
小分類

標準ファイル名 可 保存
ファイル名

保存期間
保存渇所

保満存了期時間の
繍 考 廃棄年月日（分額記号） 期間 満了時期

措置結果
忽 fff 年 年 fff宋 iE'F 

全角9半角18全角15半角：w 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成15年度） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成16年度） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成22年度） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 会いー02 債権，収入 10 債権．収入（平成16年度） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－03 支出 10 支出（平成15年度） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－03 支出 10 支出（平成16年度） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会いー03 支出 10 歳出．支出及び予算に関する例規（平成21年度） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－04 物品 10 物品（平成15年度） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－07 保管金，保管有価証券 10 保管金、保管有価証券（平成15年度） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－10 雑 10 雑（平成15年度） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－01 債権・収入4 5 f質権・収入4（平成19年度） 2009 2013 書庫

西都筒抜 庶務係 会ろ－01 債権・収入4 5 時入入路TにH閲山すスるに証関拠す書る類計算文書はそのの副副本本（平並成び2に1年債摩権），歳 2010 2014 事務室

西都筒抜 庶務係 会ろ－01 債権，収入6 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－01 債権，収入4 5 計算書副本等（平成22年度） 2011 2015 事務室

西都簡裁 庶務係 会ろ－02 支出8 3 そTtfの｝他の文書（料金後納郵便物差出粟）（平成22年 2011 2013 書庫

西都筒抜 庶務係 会ろー02 支出8 3 そfffの｝他の文書（予算過不足調書の副本）（平成22年 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー02 支出8 3 そfffの1他の文書（予算過不足調書の副本）（平成20年 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－02 支出8 3 そ唐の｝他の文書（予算過不足調書の副本）（平成21年
2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－03 物品5 5 物品5（平成20年度） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－03 物品5 5 物成品21管年理麿換）通知書，管理換協議書，送付通知書（平 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー04 営繕5 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－05 固有財産9 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－07 保管物1 5 保管物1（平成20年度） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー08 検査，監査2 5 検査，監査2（平成20年度） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査3 5 検査，監査3（平成20年度） 2009 2013 書庫

西都筒抜 庶務係 会ろー08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成21年度） 2010 2014 書庫

西都筒抜 庶務係 会ろ－08 検査，監査3 5 ｜収証入券金等の，前定渡期資及金び．臨歳時入の歳検出査外書現（金平．成政2府1年保度管）有価 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査6 3 その他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

西都筒抜 庶務係 会ろー08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成22年度） 2011 2015 書庫
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大分類 中分類 小分穎
標準ファイル名 r＇.保存 ファイル名 ，.~Wl 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 満了時期
措置結果

ffilff 年 年麿宋 壬ま己ちliE'

全角9半角18全角15半角：rn 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査3 5 収入金等の定期及び臨時の検査書（平成22年度） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－12-A雑 5 雑（lド成20年度） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－ 12-A雑 5 その他の文書（平成22年度） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー12-A雑 5 その他の文書（平成21年度） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿3 5 会計帳簿3（平成20年度） 2009 2013 事務室 平降成伶合17綴年度以

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿4 5 会計帳簿4（平成：w年度） 2009 2013 事務室

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿6 5 会計帳簿6（平成20年度） 2009 2013 事務室

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿11 3 そ（平の成他2会2年計度帳）簿（ゅうびんピズカード利用記録台帳） 2011 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶い－05 雑 10 雑（平成21年） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 一時的通達その他の文書（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議1（平成21年） 2010 2014 書庫

商都簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議1（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同．会議1（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－11 図書 3 図書（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－15-A雑 5 雑（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－15-A雑 5 雑（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろー15-A雑 5 雑A（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成12年） 2001 2030 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年） 2002 2031 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫
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大分類 中分類 小分額
標準ファイル名 r~ 保存 ファイル名 r~：wi 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 満了時期

措置結果
士むIU- 年 年 l奪実 勾ユ末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 発送簿（平成22年） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 送付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 発送簿（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 ・． 3 送付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 送付簿（平成20年） 2012 2014 書席

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿l 30 ファイル管理簿 2012 2041 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 ;mi,,、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成20年） 2010 2019 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 訟し、－02 民事 10 民事（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 笹川、－02 民事 10 民事（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー03 商事 10 商事（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－05 行政事件 10 行政事件（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー06 刑事 10 刑事（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー06 刑事 10 刑事（平成16年） 2005 2014 苦手庫

西都簡裁 庶務係 訟いー06 刑事 10 刑事（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー08 少年 10 少年（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟し、一09 事件報告 10 事件報告（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 訟し、－ 10 記録保存 10 記録保存（平成15年） 2004 2013 書庫

3ページ



大分類 中分類
小分類

標準ファイル名 F保存 ファイ／レ名 r：期
満保了存時期期間 保存場所

保満存了期時間の
側 喧雪 廃棄年月日（分類記号） 期1111

措置結果
年I~ 年 I~／写実 年末

全角H半角18全角15半角：w 全角21半角42 全角48半角¥:16 半flJ2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟い－10 記録保存 10 記録保存（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟いー11 雑 10 雑（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 f!~I,, 、－ 11 雑 10 雑（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 害庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成20年） 2009 2013 書原

西都簡裁 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事（平成23年） 2012 2016 書庫

西都筒抜 庶務係 訟ろ－07 家事 5 家事（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 5 事件報告（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 5 事件報告（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑八（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑A（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 J＆判官の任免，填補，報酬等（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－01 裁判官の任免，填補，報酬等 10 放判'ITの任免，転補，報酬等（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー02 ｜判裁判所官の指以外定の職員の任免、勤務裁 10 裁判官以外の職員の任免等（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－02 ｜判裁判所官の指以定外の職員の任免、動務政 10 故16判年官）以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成 2005 2014 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名 r~ 保存 ファイノレ名 r：期 保存期間
保存場所

保満存了期時間の
備 考 腐葉年月日（分類記号） 期間 満了時期

措置結果
年 1奪 年 ｜年1す宋 壬五ヲF

全角9半角18全角15半角；rn 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 人いー02 ｜裁判判所官の指以外定の職員の任免、勤務裁 10 ｜裁17判年官）以外の職員の任免、勤務裁判所の指定（平成 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－02
裁判官以外の職員の任免、勤務裁

10 
裁判官以外の職員の任免、勤務裁判所の指定（平成

2007 2016 書庫｜判所の指定 18年）

西都簡裁 庶務係 人いー03 試験 10 試験（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－04 人事評価 10 人事評価（平成22年） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年） 2004 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー06 恩給、退職手当、災害補償等 10 恩給、退職手当、災害補償（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率、服務（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率、服務（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率、服務（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率、服務（平成19年） 2008 2017 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率、服務（平成20年） 2009 2018 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率、服務（平成20年） 2009 2018 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－07 服務 10 能率、服務（平成21年） 2010 2019 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人い－ 12 雑 10 雑（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人い－12 雑 10 雑（平成18年） 2007 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人い－12 雑 10 雑（平成23年） 2012 2021 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成22年） 2011 2Ql5 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補．報酬等（平成23年） 2012 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－02 ｜判裁判所官の指以定外の職員の任免、勤務裁 5 l裁20判年官）以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー02 ｜判裁判所官の指以外定の職員の任免、勤務裁 5 l裁20判年官）以外の職員の任免，期務裁判所の指定（平成 2009 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろー02 ｜判裁判所官の指以外定の職員の任免、勤務裁 5 l裁21判年官）以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員の任免、勤務裁半l 5 
裁判官以外の職員の任免．勤務裁判所の指定（平成

2011 2015 書庫22年）

西都簡裁 庶務係 人ろー02
裁判官以外の職員の任免、勤務故

5 
裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成

2012 2016 書庫判所の指定 23年）

西都簡裁 庶務係 人ろ－02
裁判官以外の職員の任免、勤務裁

5 
裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成

2012 2016 事務室 課長保管判所の指定 23年）
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名 F保存 ファイ／レ名 r，：期
保存期間

保存場所 措保満存置了結期時果間の 備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 満了時期

年 lす 年 ｜年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成18年） 2007 2011 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成18年） 2007 2011 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成23年） 2012 2016 害庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成23年） 2012 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 書庫

商都簡裁 庶務係 人ろ－07 能率，fifl務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成23年） 2012 . 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成20年） 2009 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成23年） 2012 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年） 2004 2013 事務室 課長保管
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大分類 中分額
小分類

標準ファイル名 r＇.保存 ファイル名 ，~期 満保了存時期期間 保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 期間
措置結果

t記l:tr 年 壬f:.lttヨE 年末

全角9半角18全角15半角：rn 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成16年） 2005 2014 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成17年） 2006 2015 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成20年） 2009 2018 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成22年） 2011 2020 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成23年） 2012 2021 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－19 身上調査 3 身上調査（平成23年） 2012 2014 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－20-A雑 5 雑A（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（調停委員）（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿及び出勤簿（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（調停委員）（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成22年） 2011 2015 書庫
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大分類 中分類
小分類

標準ファイル名 r＇.保存 ファイJレ名 r~：期 満保了存時期期間 保存場所 措保満存置了期結時果間の 備 考 廃棄年月日（分額記号） 期間

年 Ill' 信三 tド1笠来 勾ユ芳三

全角9半角18全角15半角：m 全角21半角42 全角48半角川 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21!宇角42 半角9

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成22年） 2011 2015 書庫

西都筒抜 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休lll!il簿（平成22年） 2011 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成21年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（調停委員）（平成21年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成23年） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出動簿（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 組過勤務等命令簿（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 車:Iltr、一01 組織一般 10 組織一般（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 組いー01 組織一般 10 組織一般（平成16年） 2005 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 高Eし、－01 組織一般 10 組織一般（平成17年） 2006 2015 書庫

西都筒抜 庶務係 車Ult、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 i湖停委員・司法委員等に関する例規（平成15年） 2004 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 組し、一02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生、執行官、調停委員等（平成16年） 2005 2014 書庫

西都筒抜 庶務係 車且ろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 車且ろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 車且ろー02 事務分配等 5 事務分配等（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 組ろー03 哉判官会議2 ~ 会議資料（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 組ろ－03 裁判官会議2 。会議資料（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 車且ろー06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 車且ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成21年） 2010 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 組ろー06 調停委員等 5 ;u，荷停委員等名簿（平成23年） 2012 2016 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 高Eろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成23年） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 車且ろー10 雑 5 雑（平成22年） 2011 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 統い－01 裁判統計 10 政判統計（平成16年） 2005 2014 書庫
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大分額 中分類
小分額

標準ファイル名 r＇.保存 ファイル名 r：期
保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分額記号） 期間 満了時期

措置結果
勾三ぽ 年 ｜伍Ill'安 壬五ヨF

全角9半角18全角Hi半角：w 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 統い－01 裁判統計 10 故判統計（平成17年） 2006 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成18年） 2007 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 統いー02 雑 10 雑（平成15年） 2004 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成23年度） 2012 2021 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－01 債権，収入4 5 計算書副本等（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－01 債権，収入6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－03 物品1 5 物品に関する契約書等（平成22年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－03 物品3 5 物品に関する契約書等（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－04 営繕5 3 その他の文書（平成2:i年度） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査3 5 収入金等の定期及び臨時の検査書（平成23年度） 2012 2016 書席．

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査5 5 会計監査に関する報告書（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー09 予算執行職員等2 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

商都簡裁 庶務係 会ろ－ 12-A雑 5 その他の文書（平成2:i年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成21年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成22年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿11 3 そ（平の成他2会3年計麿帳）簿（ゅうびんピズカード利用記録台帳） 2012 2014 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 組ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外の任免・勤務殺判所の指定 10 裁判官以外の任免・勤務裁判所の指定（平成24年） 2013 2022 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成24年） 2013 2022 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－02 ｜判裁所判官の指以定外の職員の任免、期務裁 5 l裁24判年官）以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－02 ｜判裁判所官の指以外定の職員の任免、勤務裁 5 12裁4判年官）以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成 2013 2017 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成24年） 2013 2017 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成24年） 2013 2017 書庫
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大分類 中分類 小分類
僚準ファイル名 r＇.保存 ファイル名 r：期

保存期間
保存場所

保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 満了時期
措置結果

年 m' 年 年度末 年末

全角9半角18全角15半角：rn 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成24年） 2013 2022 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－19 身上調査 3 身上調査（平成24年） 2013 2015 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろー20-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 人ろ－20-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿・登庁簿（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成24年） 2013 2022 書庫

西都簡裁 庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成24年） 2013 2022 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議2 3 会同，会議2（平成24年） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 秘扱文書受理簿（平成24年） 2013 2015 事務室 課長保管

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 事務室

西都簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成24年度） (2) 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成24年度） (2) 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー01 訟い－01 10 訟務一般（平成24年度） (2) 2013 2022 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成24年度） (2) 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 記録保存（平成24年度） (2) 2013 2017 書庫
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大分類 中分類 小分類
標準ファイノレ名 r＇.保存 ファイル名 r;wi 満保了存時期期間 保存場所

保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日（分類記号） 期llll

措置結果
年 m' 年 壬E己ほ・弓I:' 量ま己ヨF

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

西都簡裁 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成24年度） (2) 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 訟ろ－15-B雑 1 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議2 3 会同，会議2（平成24年度） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成24年度） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－01 債権，収入2 5 ちょう用印紙つづり（平成24年度） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー01 債権，収入4 5 債年権府），歳入及び収入に閲する計算書のfi¥IJ本（平成24 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー01 債権，収入6 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー03 物品3 5 物品に閲する調達記録等（平成24年度） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー03 物品8 その他の文書（平成24年度） 2013 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成24年度） 2013 2017 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査3 5 収入金等の定期及び臨時の検査書（平成24年度） 2013 2017 書原

西都簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査6 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろ－09 予算執行職員等2 3 その他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

西都簡裁 庶務係 会ろー12-A雑 5 その他の文書（平成24年度） 2013 2017 書庫

商都簡裁 庶務係 会ろ－12-B雑 1 ｜会（料計金の後付納随郵的便事物務手に関凶面す、る（平文成書24年度） 2013 2013 書庫

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成24年度） 2013 2017 事務室

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿6 5 民事保管物原簿（平成24年度） 2013 2017 事務室

西都簡裁 庶務係 会計帳簿 会計帳簿11 3 そ（平の成他2会4吾年F麿帳）簿（ゅうびんピズカード利用記録台帳） 2013 2015 事務室 課長保管
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r ‘「
作成・取

大分類 中分類 小分類
名称

作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
保存媒体

保存場所 管理者 vm考 廃棄年月日
得年度等 (1J、分類） の種類

2003 小林簡裁 庶務係 手;flit、一01 組織一般（平成15年度） 庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務課ー長

2004 小林簡裁 庶務係 京且し、一01 組織一般（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 定且し、－02 司法修習生，執行官，調停委員
庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

等（平成16年度）

2011 小林簡裁 庶務係 f且ろ－06 調停委員等（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 部t 書庫 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 人いー01
裁判官の任免，転補，報酬等（平

庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長
成15年度）

2004 小林簡裁 庶務係 人い一01 成裁判16官年の度任）免，転補，報酬等（平 庶務課長 2005/1/l 10 2015/3/31 紙 寄席 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外定の職（平員成の1任5年免度，勤）務
裁判所の指

庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外の職（平員成の1任6年免度，勤）務
裁判所の指定

庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 部t 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人い－02 裁判官以外定の職（平員成の2任4年免度，勤）務
裁判所の指

庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 事務室 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 人い－03 試験（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書康 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人い－04 人事評価（平成22年度） 庶務課長 2011/1/l 10 2021/3/31 制E 事長務保室管（課） 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 人いー05 給与（平成15年度） 庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人いー05 給与（平成15年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
長保管）

2004 小林簡裁 庶務係 人い－05 給与（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人いー05 給与（平成16年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙
事轟長務保室嬰管（課年） 

庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人い－05 給与（平成17年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人いー・05 給与（平成22年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人い－05 給与（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 事務室 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 人い－06 思16給年，度退）職手当，災害補償（平成 庶務R果長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務（平成17年度） 庶務課長 2011/1/1 10 2021/3/31 紙 書庫 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務（平成18年度） 庶務課長 2011/1/l 10 2021/3/31 奇:J_~ 書庫 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 人いー07 能率， ma務（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 10 2020/3/31 紙 書庫 庶務課長

200・1 小林簡裁 庶務係 人い－12 誹（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 人い 12 雄（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 10 2022/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人ろ－01 裁成判17官年の度任）免，転補，報酬等（平 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
長保管）



守 ， 
作成・取

大分額 t~I分顕 小分類
名称

作成・取得者 起算日 保存期1111保存期間満了日
保存媒体

保存場所 管理者 備考 廃棄年月日
得年度等 （／ト分類） の種類

2008 小林筒抜 庶務係 人ろ－01 成裁判20官年の度任）免，転補，報酬等（平 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書店 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 人ろー01 成裁判21官年の度任）免，転制i，報酬等（平 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書／iii 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人ろー01 成裁判22官年の度任）免，転補，報酬等（平 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人ろ－01 成裁判23官年の度任）免，転補，報酬等（平 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書雌 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員Z成の1任6年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/l 5 2018/3/:H 紙
事務室（；果

庶務課長
裁判所の指定（平 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員Z成の1任7年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（g県

庶務課長
裁判所の指定（平 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－02 裁判官以外の職員の見1任8年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（限

庶務課長
裁判所の指定（平成 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－02 裁判官以外の職員の任9年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（記長

庶務課長
裁判所の指定（平成1 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職（平員成の2任0年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
裁判所の指定 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員Z成の2任1年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/l 5 2018/3/31 紙
事務室m~

庶務課長
裁判所の指定（平 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職（平員成の2任2年免度，勤）務 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
裁判所の指定 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－02 裁判官以外の職員Z成の2任3年免度，勤）務
裁判所の指定（平

庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－02 裁判官以外定の職（平員成の2任3年免度，勤）務 庶務線長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
裁判所の指 長保管）

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外定の職（平員成の2任4年免度，勤）務
裁判所の指

庶務課長 2013/1/l 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職（平員成の2任4年免度，勤）務
裁判所の指定

庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2 



‘「 ‘「
得作年1＆度・1取等 大分矧 中分類 小分類

名称
作成・取得者 起算日 保存JUlllll保存JUJlllVir~l了日 保の存種媒類体 保存場所 管理者 日ii考 廃棄年月日

（！］、分類）

2008 小:tt；筒抜 庶議係 人ろ－03 試験（平成20｛ドlf.t) 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務a1i~1毛
2009 小林簡裁 庶係 人ろー03 試験（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶訪問H毛
2010 小林師H& 庶務係 人ろ－03 試験（平成22相変） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 －~：~庫 庶務問！長
2011 小林間i1& 庶務係 人ろー03 試験（ ~JL成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 融E 在庫 庶務問！長
2012 小林前iJ没 庶務係 人ろー03 試験（平li¥/:24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 部2 事務室 開：ff)11~1~長

2012 小林筒抜 庶務係 人ろー05 給与（平成16年度） 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙
事務室（繰

庶務課長

事長務保室管（）課
2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－05 給与（平成17年度） 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 庶務限長

長保管）
2008 小林簡裁 庶務係 人ろ－05 治与（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長
2009 小林筒抜 庶務係 人ろー05 給与（平成21ir.度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長
2010 小林筒抜 庶務係 人ろー05 給与（平成22年間） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 ーI｝庫 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 人ろ－05 給与（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書庫 庶務課長
2012 小林簡政 庶務係 人ろ－05 給与（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 w:訪問！長
2008 小林簡裁 庶務係 人ろー07 能率（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長
2009 小林簡裁 庶務係 人ろ－07 能率（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶荷課長
2010 小林筒抜 庶務係 人ろ－07 能率＜＊成22年陛） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書Jilt 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 人ろ－07 能率（可三成23q三度） 庶務課ー長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書店 庶fj;課長
2008 小林簡裁 庶務係 人ろー08 研修（平f戊20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 制t 書庫 H!：防課長
2009 ／ト付；筒抜 庶務係 人ろ－08 研修（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長
2010 小林簡政 庶務係 人ろー08 研修（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書店 庶務課長
2011 小林筒抜 庶務係 人ろ－08 研修（平成23｛ドrro 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書庫 Hf:同課長
2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－08 研修PI.t:成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 府間校長
2008 小林簡裁 庶務係 人ろ－11 服務（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙

言2 Hf:!・)) di！！長
2009 1H~簡／＆ 庶務係 人ろ－11 服務務（平/J~21ilミ~J~ ） 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 庶務ft1f:J長
2010 1J、4ド師i故 庶務係 人ろ－ 11 ！！日（平111/:2211三） 庶課長 2011/1/1 5 2016/3/31 部t 書庫 庶i:im！長
2011 小休日首位 庶務係 人ろ－11 服務pド1&23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 制t 書庫 H!：防線長
2012 小林簡裁 庶務係 人ろ－11 服務（平成2--l年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 府務課長
2003 小林筒抜 庶f~係 人ろー14. 栄典（平111/:15年度） 庶務課長 2004/1/1 10 201・1/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人ろ－14 栄典（平成15年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
長保管）

200'1 小林筒抜 庶務係 人ろー14 栄典（平成1611三l主） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 H!：向課長
2007 小林筒抜 庶務係 人ろー14 栄典（平成19午11.f) 庶務課長 2008/1/1 10 2018/3/31 紙 書庫 1.tr:f)}a'I!長
2008 小林筒抜 庶務係 人ろ－14 栄典（'f11V:20 q~度） 庶務課長 2009/1/1 10 2019/3/31 紙 書庫 庶務課長
2009 小林間i在 庶務係 人ろ－14 栄典｛'f・1N:21年問） 庶務課長 2010/1/1 10 2020/3/31 紙 在庫 庶f~m~1を
2010 小林間故 庶務係 人ろ－14 栄典（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 10 2021/3/31 紙 義是 開：同課長
2012 小林筒抜 庶務係 人ろ－14 栄典UJL成24年度） 庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 庶務J't！長
2012 小林筒抜 庶務係 人ろ－20-B 雑（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 2014/3/31 紙 事務室 /.f!：務課長

2008 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 勤務時間報告書（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡政 庶務係 人事帳簿 出動指（.！j-:JJ¥(20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 事務室 庶務ft＇！~長
2009 小林flli裁 庶務係 人事帳簿 出勤簿（！！.！：.成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長
2010 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 出動簿（平1ill22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書庫 庶務課長
2011 小It；簡裁 庶務係 人事帳簿 出掛~i市（ iJ'-riV:23 年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書庫 庶務課j去
2012 小林簡J& 庶務係 人事帳簿 /U却IJWJ.UJ!・fi】立24年度） 庶務課長 2013/1/l 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務rn長
2008 小林倒的 庶務係 人事帳簿 登庁締（平r&20~1三度） 庶務課長 2009/1/ 1 5 2014/3/31 部t 事務室 W:f加！｜！長
2009 小林附jj.主 庶務係 人事帳簿 経庁締（.!JL成21年1変） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶時間！長
2010 小林師i故 庶務係 人事帳簿 登庁締（.iJ！.成22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書庫 w：千万ft'l!k・
2011 小林簡1& 庶務係 人事帳簿 登庁簿（＇ Iと！戊23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書庫 庶務;l＇！~l去
2012 小林f首ii& 庶務係 人事帳簿 経庁簿（iJ!./i¥(24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶払mfr
2008 小林簡裁 庶務係 人事帳簿

超過勤務等命令簿（平成20年
庶務線長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務線長r<n 

2009 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 超度過）勤務等命令簿（平成21年 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務限長

2010 小林筒抜 庶務係 人事帳簿
超過勤務等命令簿（平成22年

庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書庫 庶務課長HO 
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得作年成度・取等 大分穎 中分煩 小分類

名称
作成・取得者 起算日 保存期Ill!保存期IUI満了日

保存媒体
保存場所 管理者 備考 廃棄年月日

（小分類） の種類

2011 小林筒抜 庶務係 人事帳簿
超過勤務等命令簿（平成23年

庶務課長 2012/l/l 5 2017/3/31 紙 書Jtll 庶務課長
度）

2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿
超過勤務等命令簿（平成24年

庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長
度）

2008 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 調20停年委度員）勤務時間報告書（平成 庶務課長 2009/1/l 5 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 調停委員出動簿（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 調停委員Ill飯l簿（平成21年度） 庶務課長 2010/l/l 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 調停委員/Ji勤簿（平成22年度） 庶務課長 2011/l/l 5 2016/3/31 紙 書／I柱 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 調停委員出動簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書雌 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 調停委員登庁簿（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31・ 紙 事務室 庶務課長

2008 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 司法委日出動簿（平成20年度） 庶務課長 2009/1/l 5 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2009 小林筒抜 J,tf.務係 人事帳簿 司法委員出動簿（平成21年度） 庶務課長 2010/l/l 5 2015/3/31 紙 書Till 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 司法委員出動簿（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書廠 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 司法委員山助簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書！車 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 司法委日I.I＼助簿（平成24年度） 庶務線長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 旅行命令簿（平成24年度） 庶務課長 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 休暇簿（平成22年度） 庶務課長 2011/1/l 3 2014/3/31 紙 書 区 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 休暇簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 司 匡 庶務課長
2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 休暇簿（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 3 2016/3/31 紙 事 室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成17年度） 庶務課長 2013/4/l 3 2016/3/31 紙 事長務｛ ；呆室管（線） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成18年度） 庶務課長 2012/l/l 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（~！J! 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成19年度） 庶務課長 2012/l/l 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成20年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成21年度） 庶務課長 2012/l/l 3 2015/3/31 部t 事長務保室管（~~~ 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成22年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事昼務；呆室管（課） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書受理簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 人事帳簿 秘扱文~：~受理簿（平成24年度） 庶務課長 2013/4/l 3 2016/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成17年度） 庶務課長 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成18年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成19年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事長務I i呆室管（繰） 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成20年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事長務保室管（課） 庶務課長
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2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成21年度） 庶務課長 2012/1/l 3 2015/3/31 1長 事務室（線
庶務課長J.J:・1県行）

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成22年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙
~Jq：万三〈（脱！

庶務課長
長fnn

2011 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/l 3 2015/3/31 紙
事務主（諜

庶務課長
長保？？）

2012 小林簡裁 庶務係 人事帳簿 秘扱文書発送簿（平成24年度） 庶務課長 2013/4/1 3 2016/3/31 紙
事務室（課

庶務課長
長保什）

2003 小林簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般（平成15年度） 庶務課長 2004/1/l 10 2014/3/31 部E il~Jilf. 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 司ffitl 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 10 2019/3/31 紙 書廊 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 言！：.し、－01 訟務一般（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 10 2020/3/31 紙 書mi 庶務課長

2010 小林筒抜 庶務係 訟い－01 訟務一般（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 10 2021/3/31 紙 書店 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般（平成2-1年度） 庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 事務室 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 豊川、－02 民事（平成15年！の 庶務課長 200.i/l/l 10 2014/3/31 紙 m』ll 庶務課長
2004 小林簡裁 庶務係 訟いー02 民事（平成16年間） 庶防課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 mitr. 庶務課長
2003 小林f市1& 庶務係 訟い－03 商:rfq平成15 ：ド／~） 庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 1IH1l1'. 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 訟い－05 行政事件（平成16年度） 庶務課長 2005/1/l 10 2015/3/31 紙 書Jill 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 官会し、一06 刑事（平成15年度） wず長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 .irw 庶務課長
2004 小林簡裁 庶務係 訟いー06 刑事（平成16年度） JJ~ 課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 ;1:=rtll 庶務課長
2003 小林簡裁 庶務係 言＇.！.＇！1.-、－07 宗事（平成15年度） 庶務課長 200・1/1/1 10 2014/3/31 紙 ,I Hilt 庶務課長
2004 小林簡裁 庶務係 訟い－07 家事（平成16年度｝ 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 ,l}fil[ 庶務課長
2004 小林簡裁 I.ff.務｛系 言公し、－08 少年（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 ~l}h)[ 庶務課長

2004 小林筒抜 庶務係 訟い－09 事件報告（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書！』ill 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 訟い－ 10 記録保存（平成15年度） 庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 書店17. 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 訟いー10 記録保存（平成16年度） 庶務課長 2005/1/l 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 言1~し、－ 11 雑（平成15年度） 庶務課長 2004/1/1 10 2014/3/31 紙 i'Flill 庶務課長
2004 小林筒抜 庶務係 言1~1.- 、－ 11 雑（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 mM 庶務課長

2008 小林筒抜 庶務係 訟ろー01 訟務一般（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書/Ill 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書Jill 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般（平成22年度） 庶務課長 2011/1/l 5 2016/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書Jill 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 訟ろ－02 民事（平成初年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 .'Hill 庶務課長
2009 小林簡裁 庶待係 訟ろー02 民事（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 ,1；、w 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存（平成20年度） 庶務課長 2009/1/l 5 2014/3/31 紙 書服 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 益事w 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書hit 庶務課長
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日
保存媒体
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得年度等 （小分類） の種類

2011 小林簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存（平成23年度） 庶務課長 2012/l/l 5 2017/3/31 和t 書Jl¥l 庶務線長

2012 小林簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 訟ろー15-A 雑A（平成23年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 紙 護霊 庶務課長
2012 小林簡裁 庶務係 訟ろー15-A 雑A（平成24年度） 庶務課長 2013/l/l 5 2018/3/31 紙 庶務課長
2012 小林簡裁 庶務係 訟ろー15-B 雑B（平成24年度） 庶務課長 2013/l/1 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 会いー01 会計一般（平成15年度） 庶務課長 2004/4/1 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 会いー01 会計一般（平成16年度） 庶務課長 2005/4/1 10 2015/3/31 ~！~ 書庫 庶務官t~長

2012 小林簡裁 庶務係 会い－01 会計一般（平成24年度） 庶務課長 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 書庫 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 会い－01 会計一般（平成22年度） 庶務課長 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会い－01 会計一般（平成23年度） 庶務課長 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 事務室 庶務課長

2004 小林簡裁 庶務係 会い－02 債権，収入（平成16年度） 庶務課長 2005/4/1 10 2015/3/31 制t 書庫 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 会いー03 ！？出（平成15年度） 庶務課長 2004/4/1 10 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長
2004 小林簡裁 庶務係 会いー03 支出（平成16年度） 庶務課長 2005/・1/1 10 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 会い－03 支出（平成20年度） 庶務課長 2010/4/1 10 2020/3/31 紙 事務室 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 会いー04 物品等（平成15年度） 庶務課長 2004/4/1 10 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2003 小林簡裁 庶務係 会い－07
保管金，保管有価証券（平成15

庶務課長 2004/4/l 10 2014/3/31 部E 事務室 庶務課長
年度）

2003 小林簡裁 庶務係 会いー 10 雑（平成15年度） 庶務課長 2004/4/1 10 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 会ろー01 債権（平，成収2入2に｜刻するその他の文
書 年度）

庶務課長 2011/4/1 3 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろー01
債権，収入に関するその他の文

庶務課長 2012/4/1 3 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長
書（平成23年度）

2010 小林簡裁 庶務係 会ろ－03 物品に｜則する文書（平成22年度） 庶務課長 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろ－03 物品にl~lす文書（平成23年度） 庶務課長 2012/4/l 5 2017/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会ろー03 物品に関する文書（平成24年度） 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 会ろ－03 物品4（平成16年度） 庶務課長 2009/4/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会ろー03 物24品年に度関）するその他の文書（平成 庶務課長 2013/4/1 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 会ろー08 検（平査成，2監0査年に度関）する一時的通達 庶務課長 2009/4/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2009 小林簡裁 l.ff:f~係 会ろ－08
検査，監査に｜則する一時的i函連

庶務課長 2010/4/1 5 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長
（平成21年度）

2010 小林簡裁 庶務係 会ろー08 検（平査成，監査に！羽する一時的通達
22年度）

庶務課長 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろー08 検（平査成，監査に問する一時的通達
23年度）

庶務課長 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 事務室 庶務関！長
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作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日

保存媒体
保存場所 管理者 備考 廃棄年月日

得年度等 (1j、分類） の種類

2012 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 検（平査成，監査に関する一時的通達
24年度）

庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 定｜年期度及）び臨時の検査書（平成20 庶務課長 2009/4/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 年定度期及）び臨時の検査書（平成21 庶務課長 2010/4/l 5 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 会ろ－08
定期及び臨時の検査書（平成22

庶務課長 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長
［年度）

2008 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査（監査）（平成20年度） 庶務課長 2009/4/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査（監査）（平成21年度） 庶務課長 2010/4/l 5 2015/3/31 部t 事務室 庶務a~~長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 検査，監査（監査）（平成23年度） 庶務課長 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろ－08 検書査（平，成監2査3に関するその他の文
年度）

庶務課長 2012/・l/1 3 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会ろー08 検書査（平，監査に関するその他の文
成24年度）

庶務課長 2013/4/l 3 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会ろ－09 予算執行職員等（平成23年度） 庶務課長 2012/4/1 5 2017/3/31 部t 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会ろ－ 12-B
会計の付随的事務に｜則する文書

庶務課長 2013/4/1 2014/3/31 紙 事務室 庶務課長
（平成24年度）

2008 小林簡裁 庶務係 会計帳簿 i年品料度事）件立替金整理簿（平成20 庶務課長 2009/4/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 会計帳簿 現金出納簿（平成23年度） 庶務課長 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会計帳簿 現金出納簿（平成24年度） 庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 会計帳簿
民事保管物原簿（昭和144年度か

庶務課長 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長
ら平成15年度）

2003 小林簡裁 庶務係 統い－01 裁判統計（平成15年度） 庶務課長 2004/1/l 10 2014/3/31 紙 書庫 庶務n！長

2004 小林簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計（平成16年度） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶 係 庶い－01 公 （平成24年 ） 庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 事 F虫＆ー・ 庶 2県昼
2004 小林簡裁 庶 ＇｛系； 庶い－04 文 （平成16年 ） 庶務課長 2005/1/1 10 2015/3/31 紙 司 区

市 －・ E事
1,11、 u~ ~ 

2006 小林簡裁 府、 係 庶いー04 τE （平成18年 庶務課長 2007/1/1 10 2017/3/31 紙 ヨR 庶 楳長
2012 小林簡裁 庶 係 庶い－04 文 （平成24年 庶務課長 2013/1/1 10 2023/3/31 紙 事 室 府、 課長
2010 小林簡裁 庶 ！係 庶い－05 磁E平成21年度） 庶務課長 2011/1/1 10 2021/3/31 紙 書庫 府、 ＇！察長

2008 小林簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議（平成20年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2009 小林簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議（平成21年度） 庶務課長 2010/1/1 5 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 5 2016/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 5 2017/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 庶ろ－03 会！日l，会議（平成24年度） 庶務課長 2013/l/1 5 2018/3/31 紙 事務室 庶務課長

2008 小林簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書（平成初年度） 庶務課長 2009/1/1 5 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長
2009 小林簡裁 庶務保 庶ろ－05 文書（平成21年度） 庶務課長 2010/l/1 b 2015/3/31 紙 畜厩 庶務課長
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得年度等 (11、分類） の種類

2010 小林簡裁 庶務係 庶ろー05 文：；rH平成22年度） l.f!ゴ考課長 2011/1/1 5 2016/3/31 部t .'Hill 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 庶ろー05 文~＇H平成23年HO W:f~課長 2012/1/1 5 2017/3/31 部t .!f/11( 庶務課長
2012 小林簡裁 庶務係 庶ろー05 文；if（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 5 2018/3/31 ~j~ 事務室 庶務課長
2011 小林簡裁 庶務係 庶ろ－ 11 ｜元1,1 ：~ （平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 事務室 庶務課長

小林簡裁 庶務係 庶前帳簿 ファイル管理簿 l駅前課長 1i＼•用 屯子 事務室 庶務課長

1989 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿
事前記録帳簿保存簿（昭和64年

庶務課長 1990/1/l 30 2020/3/31 紙 書庫 庶務課長
！在）

1999 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿
事務記録帳簿保存簿（平成11年

庶務課長 2000/1/1 30 2030/3/31 紙 書！車 庶務課長
HO 

2000 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿
事前記録帳簿保存簿（平成12年

庶務課長 2001/1/l 30 2031/3/31 紙 書店在 庶務課長
HO 

2001 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿
司1:f~記録帳簿保存簿（平成13年

庶務課長 2002/1/1 30 2032/3/31 紙 書庫 庶務課長
！の

2000 小林簡裁 庶務係 庶向帳簿 公印簿（平成12年度） 庶務課長 2001/1/1 30 2031/3/31 紙 11Htll W:f~課長
2001 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 公印簿（平成13年度） 庶民課長 2002/1/1 30 2032/3/31 紙 事務室 庶務課長

2000 小林筒抜 庶務係 庶務帳簿 公印！三度の）管理に｜則する帳簿（平成1
2{ 庶務課長 2001/1/1 30 2031/3/31 紙 1'f1ill 庶務課長

2001 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿
公印の管理に!Mlする帳簿（平成1

庶務課長 2002/1/1 30 2032/3/31 紙 書庫 庶務課長
3年度）

2010 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 特殊文書受付簿（平成22年度） 庶務課長 2011/1/l 3 2014/3/31 紙 書店 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 特殊文書受付簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 書ntt 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 特殊文書受付簿（平成24年度） 庶務課長 2013/1/1 3 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 文書受理簿（平成22年度） 庶務課長 2011/1/1 3 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 文書受理簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/l 3 2015/3/31 紙 書庫 庶務課長

2012 小林筒抜 庶務係 庶務帳簿 文書受理締（平成24年度） 庶務課長 2013/l/l 3 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長

2010 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 文書発送簿（平成22年度） 庶務課長 2011/l/l 3 2014/3/31 紙 書庫 庶務課長

2011 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 文書発送簿（平成23年度） 庶務課長 2012/1/1 3 2015/3/31 紙 書陳 庶務課長

2012 小林簡裁 庶務係 庶務帳簿 文書発送簿（平成24年度） I.ft務課長 2013/1/l 3 2016/3/31 紙 事務室 庶務課長
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小分煩 保存 ‘ 開保始存i時期 i保i~i了存時JUll期Ill i措満Z存世了期結時H果のII 大分知 中分類 （分類記号） 陳情ファイル名
JIJ!flll プアイノレ名 保存場所 組員 考 廃棄年月日

年 唐 年 勾孟ttt芳三 牛末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

日向簡裁 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成15年度） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成16年度） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成17年度） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成22年度） 2011 2020 書庫

日向簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成23年度） 2012 2021 書庫

日向簡裁 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般に関する例規（平成24年度） 2013 2022 書庫

日向簡裁 会計係 会いー02 債権，収入 10 債権・収入（平成16年度） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成15年度） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会いー03 支出 10 支出（平成16年度） 2005 2014 ・倉庫

日向簡裁 会計係 会い－03 支出 10 支出（平成20年度） 2009 2018 倉庫

日向簡裁 会計係 会い－04 物品 10 物品（平成15年度） 2004 2013 倉廊

日向簡裁 会計係 会い－07 保管金，保管有価証券 10 保管金・保管有価証券（平成15年度） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会いー07 保管金，保管有価証券 10 保管金・保管有価証券（平成17年度） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 会計係 会い－ 10 雑 10 雑（平成15年度） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろ－01 債権，収入4 5 債権，収入4（平成20年度） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろー01 債権，収入4 5 証拠書類・計算書面lj本（平成21年度） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろー01 債権，収入1 ． 5 債権，収入1（平成23年度） 2012 2016 書j車

日向簡裁 会計係 会ろ－01 債権，収入4 5 債権，収入4（平成23年度） 2012 2016 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－01 債権，収入6 3 債権，収入6（平成23年度） 2012 2014 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－01 l慣箪権書，副歳本入1及び収入（証拠書類，計 5 債麿権）歳入及び収入（証拠書類，計算書副本）（平成24年 2013 2017 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－01 債権，歳入及び収入 3 債権，歳入及び収入（その他）（平成24年度） 2013 2015 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－02 支出8 3 支出に関するその他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－02 支出8 3 支出8（平成23年度） 2012 2014 書庫

日向簡裁 会計係 会ろー02 支出 3 支出（その他）（平成24年度） 2013 2015 書庫

日向簡裁 会計係 会ろー03 物品 物品（平成24年度） 2013 2013 書庫

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査2（平成20年度） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成21年度） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 検査，監査3（平成20年度） 2009 2013 倉庫
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日向簡裁 会計・係 会ろ－08 検査，監査3 5 定期及び臨時の検査書（平成21年度） 2010 2014 倉服

日向簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 定期i及び臨時の検査書（平成22年度） 2011 2015 苦ilili.

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査5 5 検査，監査5（平成20年度） 2009 2013 倉fill

日向簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査5 5 会計監査lζ関する報告書（平成21年度） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査，監査2（平成23年度） 2012 2016 書J車

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査3 5 検査，監査3（平成23年度） 2012 2016 書店

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査5 5 検査，監査5（平成23年度） 2012 2016 書＇＊

日向簡裁 会計係 会ろ一08 検査，監査6 3 検査，監査6（平成23年度） 2012 2014 書庫

日向簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査（連絡文書） 5 検査，監査（辿絡文書）（平成24年度） 2013 2017 書庫

日向簡裁 会計係 会ろー08 険査，監査（検査） 5 検査，監査（検査）（平成24年度） 2013 2017 書mi
日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査（監査） 5 検査，監査（監査）（平成24年度） 2013 2017 書！ill

日向簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査（月例検査） 3 検査，監査（月例検査）（平成24年度） 2013 2015 書ldl

日向簡裁 会計係 会ろ－ 12-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書！tll

日向簡裁 会計係 会ろ－ 12-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書同I

日向簡裁 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉ldl

日向簡裁 庶務係 庶い－01 公印 10 公印（平成2--l年） 2013 2022 書川t

日向簡裁 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉Jili

日向簡裁 庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成18年） 2007 2016 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成24年） 201:3 2022 書TM ． 

日向簡裁 庶務係 庶い－05 雑 10 雑（平成21年） 2010 2019 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成22年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－01 公印 5 公印（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 庶ろー01 公印 5 公印（平成24年） 2012 2016 書店ll

日向簡裁 庶務係 庶ろ－02 儀式典礼 5 儀式，典礼（平成23年） 2012 2016 書店

日向簡裁 庶務係 庶ろ－03 会同，会議1 5 会同，会議（j函遼・計画書）（平成20年） 2009 2013 倉lilt

日向簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成21年） 2010 2014 倉Jilt

日向簡裁 庶務係 庶ろー03 会同．会議1 5 会同，会議（平成22年） 2011 2015 倉庫
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日向簡裁 庶務係 庶ろー03 会問，会議1 5 会同，会議（平成23年） 2012 2016 書w
日向簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同，会議（平成24年） 2013 2017 書j車

日向簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろー06 広報 5 広報（平成23年） 2012 2016 書長lI

日向簡裁 庶務係 庶ろー11 図書 3 図書（平成23年） 2012 2014 書庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－ 13 交際 5 交際（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－ 13 交際 5 交際（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－ 13 交際 5 交際（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 庶ろ－ 13 交際 5 交際（平成23年） 2012 2016 書庫

日I句簡裁 庶務係 庶ろ－ 15-A維 5 雑（平成23年） 2012 2016 在庫

日向簡裁 庶務係 庶ろー 15-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成2年） 1991 2020 倉庫 昭和地40家年裁～合平II成It 
2年

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 事務記録帳簿保存簿（平成13年） 2002 2031 倉庫 地家裁合｜肝

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 ファイル管理簿 2012 2041 書店在 地家裁合冊

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年）・ 2011 2013 倉庫 地家裁合冊

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成22年）． 2011 2013 倉庫 地家裁合冊

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成22年） 2011 2013 倉庫 地家裁合冊

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫 地家裁合冊

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 特殊文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日向簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿 3 特殊文書受付簿（平成24年度） 2013 2015 書庫

日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成15年）（家裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫
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日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 1公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年）（家裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 官公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成18~ド） 2007 2016 倉庫

日向簡裁 庶務係 3公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成19年） 2008 2017 倉庫

日向簡裁 庶務係 官公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成20年） 2009 2018 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成21年） 2010 2019 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い一01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 倉庫

日向簡裁 庶務係 言公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成23{F) 2012 2021 書庫

日向簡裁 庶務係 訟い－01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年） 2013 2022 書庫

日向簡裁 庶務係 官公し、－02 民事 10 民事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 3公し、一02 民事 10 民事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 官公し、－02 民事 10 民事（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 E公し、一02 民事 10 民事（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－03 商事 10 商事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉原

日向簡裁 庶務係 松い－05 行政事件 10 行政事件（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 首公し、－06 刑事 10 刑事（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 言公し、－06 刑事 10 刑事（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－06 刑事 10 刑事（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－06 刑事 10 刑事（平成23年） 2012 2021 書庫

日向簡裁 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成15年）（家裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 3公し、－07 家事 10 家事（平成16年）（家抜分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－07 家事 10 家事（平成17年）（家裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー08 少年 10 少年（平成23年） 2012 2021 書庫

日向簡裁 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー09 事件報告 10 事件報告（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟い－ 10 記録保存 10 記録保存（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫
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日向簡裁 庶務係 訟いー10 記録保存 10 記録保存（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 官公し、－ 10 記録保存 10 記録保存（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟し、－ 11 雑 IO 雑（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー11 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟いー11 雑 10 雑（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 2公務一般（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 官公務一般（平成22年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－01 訟務一般 5 訟務一般（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－06 刑事 5 刑事（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 松ろ一06 刑事 5 JflJ:if~ （平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 i沿ろ－07 家事 5 家事（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－07 家事 5 家事（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー08 少年 5 少年（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー09 弁護士 5 弁護士（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－10 事件報告 5 事件報告（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 10 事件報告 5 事件報告（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 10 事件報告 5 事件報告（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 5 事件報告（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 10 事件報告 5 事件報告（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー10 事件報告 5 事件報告（平成24年度） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー12 記録保存 5 記録保存（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 松ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 12 記録保存 5 記録保存（平成24年） 2013 2017 書庫
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日向簡裁 庶務係 松ろ－ 12 記録保存 5 記録保存（平成24年度） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 15-AJ雑 5 雑A（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 15-A雑 5 雑A（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー15-A雑 5 雑（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろー 15-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

日向簡裁 庶務係 訟ろ一 15-8雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

日向簡裁 庶務係 人いー01 裁判官の任免，転制i，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬等（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー01 裁判官の任免，転補，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー02 ｜判裁所判官の指以外定の職員の任免，勤務裁 10 成1地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成15年） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人い－02 判肝官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 ~暁’H~l肱官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成16年） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー02 判肝官の指以定外の職員の任免，勤務裁 10 裁｜（地判裁官分以）外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成17年） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー02 判宥官の指以外定の職員の任免，勤務裁 10 1批判1~・以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成18年） 2007 2016 倉庫

日向簡裁 庶務係 人い－02 ｜裁判判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 10 裁判訂以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成24年） 2013 2022 書庫

日向簡裁 庶務係 人いー03 試験 10 試験（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー04 人事評価 10 人事評価（平成22年） 2011 2020 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー04 人事評価 10 人事評価（平成23年） 2012 2021 書庫

日向簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成20年） 2009 2018 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成21年） 2010 2019 事務室 課長保管

日向簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成24年） 2013 2022 書庫

日向簡裁 庶務係 人いー06 思給，退職手当，災害補償 10 思給，退職手当，災害補償（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率，服務（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率， HF!務（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫
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.,.... －，、

小分類 ．、存 可 保存 保存期間 i保7;i存世l’期時結間の果大分顕 中分顕
（分類記号）

標準ファイル名
期間

ファイJレ名
開始時期 満了時期

保存場所 ｛柑 ＂雪 廃棄年月日

王手l1f if三 年度末 壬E己ヲピ．

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角・i半角4 半角4全角9半角18全角2半角 全角21半角42 半角9

日向簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率，！！日務（平成18年） 2007 2016 倉Jdl

日向簡裁 庶務係 人いー07 /JIU主 10 服務（平成21年） 2010 2019 倉庫

日向簡裁 庶務係 人い－ 12 雑 10 雑（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成21年） ． 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の任免，転補，報酬等（平成23年） 2012 2016 書店

日向簡裁 庶務係 人ろ一02 ｜判裁判所官の指以外定の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免勤務裁判所の指定（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－02 判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－02 ｜裁判判所官の指以定外の職員の任免，勤務裁 。裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－02 ｜判裁判所官の指以定外の職員の任免．勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成23年） 2012 2016 書庫

日向筒抜 庶務係 人ろー02 判裁所判の官指以定外の職員の任免，勤務裁 5 裁判官以外の職員の任免，勤務抜判所の指定（平成24年） 2013 2017 書Jll(

日向簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 倉fill

日向簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 倉w
日向簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 !) 試験（平成22年） 2011 2015 倉廠

日向簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 試験（平成24年） 2013 2017 寄席

日向簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成21年） 2010 2014 倉Jill

日向簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成22年） ． 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成23年） 2012 2016 書filI

日向簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成24年） ・2013 2017 寄席

日向簡裁 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向筒抜 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－07 能串 5 能率（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向筒抜 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成23年） 2012 2016 書店

日向簡裁 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 倉11tt
日向簡裁 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修（平成21年） 2010 2014 倉庫
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圃．． ，、 ー
大分瓶 中分野i 小分類

標準ファイル名 ファイJレ:f, 電 保存
満保了存時期期間 保存場所

~錆恥｛長f期II与間のI 
制Ii 考 1蕗来年月日（分類記号） JUlllll ll日始日制。1

措［世結巣
年lff fl三 年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78~ド角 156 半fl14 ~－角・1 半角4 半角'1 全角9半角18全角2半角4 全角21半角42 半角9

日向簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－11 服務 5 服務（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ一11 llfl務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成24年度） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー 14 栄典 10 栄典（平成20年） 2009 2018 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろ一14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 倉庫

日向簡裁 庶務係 人ろー20-B雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

日向簡裁 庶務係 人ろ一20-B雑 雑（平成24年度） 2013 2013 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成23｛手） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 Hi勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫
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ー 一
大分間 中分矧 小分類

標準ファイル名 ファイJレよれ
電

開保始存時期
保存期flf)

保存場所 ｛満措恥i了f世F期時結間の果l 制ii 考 廃棄年Ji11 
（分額記号） 期llll 渦了時期

勾三民f 年 年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角・1 半角4 半角4全角9半角18｜全角2半角a 全角21半角42 半角9

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 倉庫

日I何簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成22年） 2011 2013 倉庫

日向筒抜 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 趨過勤務等命令簿（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成22年） 2011 2015 倉！車

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出動簿（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出勤簿（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委rlHi勤簿（平成22年） 2011 2015 倉ftlI

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 倉山

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 .5 家事調停委員出動簿（平成20年） 2009 2013 倉庫

日防Ifi1i裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出動簿（平成21年） 2010 2014 倉Tilt

fl I旬開放 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事関停委員出動簿（平成22年） 2011 2015 倉Jilt

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成20年） 2009 2013 倉！車

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成22年） 2011 2015 倉！単

1:1 rn-1筒抜 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員山動簿（平成20年） 2009 2013 倉Jilf.

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出勤簿（平成21年） 2010 2014 倉w
日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出動簿（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成23年） 2012 2016 書filt

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出動簿（平成23年） 2012 2016 書JJlL

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事問停委員出動簿（平成23年） 2012 2016 書flli

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出勤簿（平成23年） 2012 2016 書！~t

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出動簿（平成23年） 2012 2016 書店

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成23年） 2012 2014 ；！~fiti 

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成24年） 2013 2017 書flli

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 民事調停委員出動簿（平成24年） 2013 2017 書店
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一
大分類 『j1分額 小分茸i

標準ファイル名
r i千

ファイyレグ1 可 開保始時存期 満保了存時期期間 保存場所
i渦思・＜；期時間の

備 考 廃棄年月日（分類記号） 矧fill tltli1l結果
年1笠 ほむIU-ヨE 時二ヨミ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半ff14 半角4 半角4全角9半角18陸向2~t~角 全角21 半角•12 半角9

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 家事調停委員出勤簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 司法委員出動簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出動簿（平成24年） 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿 5 2出4動年簿度，）登庁簿，超過勤務命合冊，勤務時間報告書（平成 2013 2017 書庫

日向簡裁 庶務係 来Eし、－01 組織一般 10 組織一般（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 車且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 車且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成16年）（家裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 五且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 来Eし、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 主：§.It、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 NJ!.し、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 車Eろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 手旦ろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 手且ろー02 事務分配等 5 事務分配等（平成22年） 2011 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 手Eろ－02 事務分配等 5 事務分配等（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 車且ろー03 裁判官会議2 5 裁判官会議（議事録以外）（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 組ろー03 裁判官会議2 。裁判官会議2（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 来Eろー06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 組．ろー06 調停委員等 5 調停委只等（平成21年） 2010 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 車且ろ－06 調停委員等 5 調停委員等（平成23年） 2012 2016 書庫

日向簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成15年）（地裁分） 2004 2013 倉庫

日向簡裁 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成16年）（地裁分） 2005 2014 倉庫

日向簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成17年）（地裁分） 2006 2015 倉庫

日向簡裁 庶務係 統ろー02 年表 3 年表（平成23年） 2012 2014 書庫

日向簡裁 庶務係 統ろー04-A月表 3 月表（平成23年） 2012 2014 書庫

日向簡裁 庶務係 統ろ－04-B月表 3 月表（平成23年） 2012 2014 書庫
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電ト マ
大分類 中分類 小分類

標準ファイノレ名
保存

ファイ／レ名
保存 保存期間

保存場所
保満存了期時間の

備 考 廃棄年月日
（分類記号） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
年度 年 年度末 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

市i千穂、簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判 IO 裁5年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成15年） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 IO 訟務一般（平成15年） 2004 2013 書庫

向千松簡裁 庶務係 言公し、一01 訟務一般 10 訟務一般（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟いー02 民事 10 民事（平成15年） 2004 2013 書庫

市千穂簡裁 庶務係 言公し、－02 民事 10 民事（平成16年） 2005 2014 書庫

山千穂簡裁 庶務係 訟し、－06 刑事 10 刑事（平成15年） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟いー06 刑事 IO 刑事（平成16年） 2005 2014 書庫

山i千穂簡裁 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成15年） 2004 2013 書庫

市i千穂簡裁 庶務係 訟いー07 家事 10 家事（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟い－09 事件報告 10 事件報告（平成16年） 2005 2014 書庫

出i千穂簡裁 庶務係 訟い－10 記録保存 10 記録保存（平成15年） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 ~~し、－ 10 記録保存 10 記録保存（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟い－11 雑 10 雑（平成15年） 2004 2013 書庫

日千穂簡裁 庶務係 来且し、－01 組織一般 10 組織一般（平成15年） 2004 2013 書庫

前i千穂簡裁 庶務係 系Eし、－01 組織一般 10 組織一般（平成16年） 2005 2014 書庫

市i千穂簡裁 庶務係 組．し、－01 組織一般 10 組織一般（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 来且し、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 主且し、－02 司法修習生，執行官，調停委員等 10 司法修習生，執行官，調停委員等（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー01 裁判官の任免，転補i，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬（平成15年） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人い－01 裁判官の任免，転補，報酬等 10 裁判官の任免，転補，報酬（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判 10 l裁6年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー02 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判 10 裁7年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人い－03 試験 10 試験（平成16年） 2005 2014 書庫

jl/j千穂簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 給与（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人い－06 恩給・退職手当・災害補償等 10 恩給・退職手当・災害補償（平成16年） 2005 2014 書庫



電「 ‘「大分類 中分類 小分類
標準ファイル名 保存 ファイノレ名

保存
満保了存時期期間 保存場所

保満存了期時間の
｛柑 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 開始時期
措置結果

年度 年 l年 1玄束 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

高千穂簡裁 庶務係 人いー07 能率，服務 10 能率・服務（平成16年） 2005 2014 寄席

高千穂簡裁 庶務係 人い－07 能率，服務 10 能率・服務（平成17年） 2006 2015 :'j_}：庫

高千穂簡裁 庶務係 人い－12 雑 10 雑（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 言公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 言公し、－02 民事 10 民事（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟い－03 商事 10 商事（平成15年） 2004 2013 ilJ=庫

高千穂簡裁 庶務係 訟し、－05 行政事件 10 行政事件（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 官公し、－06 刑事 10 刑事（平成17年） 2006 2015 :m：庫

高千徳簡裁 庶務係 ~1し、－ 07 家事 10 家事（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 言公し、－09 事件報告 10 事件報告（平成17年） 2006 2015 書庫

向千穂簡裁 庶務係 首公し、－10 記録保存 10 記録保存（平成17年） 2006 2015 在庫

高千穂簡裁 庶務係 言~し、－ 11 雑 10 雑（平成16年） 2005 2014 :¥!tnlt 

高千穂簡裁 庶務係 統いー01 裁判統計 10 裁判統計（平成15年） 2004 2013 ill庫

高千穂簡裁 庶務係 統い－01 裁判統計 10 裁判統計（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 統いー01. 裁判統計 10 裁判統計（平成17年） 2006 2015 在庫

高千穂簡裁 庶務係 庶いー01 公印 10 公印（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶い－04 文書 10 文書（平成16年） 2005 2014 書庫

高千秘簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成15年） 2004 2013 書ll)I

高千穂簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成16年） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－14 栄典 10 栄典（平成17年） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿1 30 ファイル管理簿 2007 2036 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成15年度） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 会計係 会い－01 会計一般 10 会計一般（平成16年度） 2005 2014 書庫

高千部簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会言｜一般（平成17年度） 2006 2015 者ntr
高千穂簡裁 会計係 会い－02 債権，収入 10 債権・収入（平成16年度） 2005 2014 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー03 支出 10 支出（平成15年度） 2004 2013 書j車

高千穂簡裁 会計係 会いー03 支出 10 支出（平成16年度） 2005 2014 書庫
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‘「 マ
大分顎 中分額 小分類

標準ファイル名
保存

ファイル名 開保始存時期
保存期間 保存場所

満保存了期時間の
備 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 満了時期
措置結果

年度 年 年度末 毎三芳ざ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

高千穂簡裁 会計係 会い－03 支出 10 支/JI（平成17年度） 2006 2015 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー04 物品 10 物1¥b（平成15年度） 2004 2013 書庫

t1i千穂簡裁 会計係 会いー07 保管金，保管有価紅券 10 保管金・保管有価紅券（平成15年度） 2004 2013 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー07 保管金，保管有価註券 10 保管金・保管有価証券（平成17年度） 2006 2015 書庫．．  

高千穂簡裁 会計係 会いー10 雑 10 雑（平成15年度） 2004 2013 書庫

i白i千秘簡裁 庶務係 人い－02 裁判官以外の職員の任免，勤務故判 10 裁8年判）官以外の職員の任免，勤務裁判所の指定（平成1 2007 2016 書庫

向千徳簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成18年） 2007 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー07 能率，！！日務 10 能率・服務（平成18年） 2007 2016 書庫

高千組簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成18年） 2007 2016 書nli

吊i千拙簡裁 庶務係 言公し、－09 事件報告 10 事件報告（平成18年） 2007 2016 書庫

if Ji千他簡裁 庶務係 庶いー04 文書 10 文書（平成18年） 2007 2016 書庫

~·：j千組簡裁 庶務係 人ろー 14 栄典 10 栄典（平成18年） 2007 2016 番町．

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成19年） 2008 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 産Eろー02 事務分配等 5 事務分配等（平成20年） 2009 2013 書庫

高千部附裁 庶務係 高且ろー06 調停委員等 5 調停委員等（平成20年） 2009 2013 書庫

~·：i千他簡裁 庶務係 人ろー2 故判官以外の職員の任免・勤務抜判l 5 0裁年判）官以外の職員の任免・勤務裁判所の指定（平成2 2009 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成20年） 2009 2013 書庫

市i千穂簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成20年） 2009 2013 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率（平成20年） 2009 2013 書庫

高千間簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成20年） 2009 2013 書庫

向千徳簡裁 庶務係 人ろ－ 11 ｝！日務 5 1111務（平成20年） 2009 2013 ~l~JllI 

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 書庫

前i千P.!t簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成20年） 2009 2013 書庫

高千秘簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成20年） 2009 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員勤務時間報告書（平成20年） 2009 2013 書庫

高千他簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員出勤簿（平成20年） 2009 2013 書庫

高千惚簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成20年） 2009 2013 書fili
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電ト ‘「
大分額 中分類 小分額

標準ファイル名
保存

ファイJレ名 開保始時存期
保存期間

保存場所
保満存了期時間の ｛筒 考 廃棄年月日（分類記号） 期間 満了時期
措置結果

年 1tf 年 ほ記ur芳さ 年末

全角9半角18全角15半角30 全角21＊－角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

日千穂簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成20年） 2009 2013 世/tlt

高千秘簡裁 庶務係 訟ろ－02 民事 5 民事（平成20年） 2009 2013 書fill

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事（平成20年） 2009 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 5 事件報告（平成20年） 2009 2013 書庫

if;j千秘簡裁 庶務係 訟ろー 12 記録保存 5 記録保存（平成20年） 2009 2013 書庫

市i千秘簡裁 庶務係 庶ろ一01 公印 5 公印（平成20年） 2009 2013 書Jilt

高千穂簡裁 庶務係 庶ろ一03 会同，会議1 5 会同・会議（平成20年） 2009 2013 ~！｝庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 文書（平成20年） 2009 2013 書庫

高千徳簡裁 庶務係 庶ろ－06 広報 5 広報（平成20年） 2009 2013 書庫

高千穂筒抜 会計係 会ろ－01 債権，収入4 。債権・収入4（平成20年度） 2009 2013 書原

高千穂筒抜 会計係 会ろー03 物品1 5 物品1（平成20年度） 2009 2013 書fill

j¥'Jj千徳筒抜 会計係 会ろ－03 物品5 5 物品5（平成20年度） 2009 2013 ~l}:JIII 

高千組簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査・監査2（平成20年度） 2009 2013 i1FW 

高千隠簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査3 5 検査・監査3（平成20年度） 2009 2013 書店

高千穂簡裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成20年） 2010 2019 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人いー07 服務 10 服務（平成21年） 2010 2019 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶い－05 雑 10 雑（平成21年） 2010 2019 書Jil(

高千胞筒抜 庶務係 車且ろ－06 間停委員等 5 調停委員等（平成21年） 2010 2014 審員li

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－01 裁判官の任免・転補・報酬等 5 裁判官の任免・転補・報酬等（平成21年） 2010 2014 書同t

高千徳簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成21年） 2010 2014 書庫

高千穂；簡裁 庶務係 人ろ－05 給与 5 給与（平成21年） 2010 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成21年） 2010 2014 書f!lI

高千裕簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成21年J 2010 2014 書ntr:

高千砥｛筒抜 庶務係 人ろ－ 11 服務 5 服務（平成21年） 2010 2014 書Jill

高千松簡裁 庶務係 人ろー 14 栄典 10 栄典（平成20年） 2010 2019 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー14 栄典 10 栄典（平成21年） 2010 2019 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成21年） 2010 2014 書fill

4 



e’ ‘「司．

大分類 中分類 ’l、分類
標準ファイル名

保存
ファイJレ名

保存 保存期間
保存場所

保満存了期時間の ｛繍 考 廃棄年月日（分額記号） 期間 開始時期 満了時期
措置結果

勾三民r 年 年民F安 信三ヲぎ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

高千秘簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成21年） 2010 2014 世Jill

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員出動簿（平成21年） 2010 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成21年） 2010 2014 書庫

高千惚筒抜 庶務係 訟ろー01 松務一般 5 訟務一般（平成21年） 2010 2014 書店ll

高千徳筒抜 庶務係 訟ろ一06 刑事 5 刑事（平成21年） 2010 2014 書長ll

高千穂簡裁 庶務係 訟ろ－ 10 事件報告 5 事件報告（平成21年） 2010 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろ一12 記録保存 。記録保存（平成21年） 2010 2014 書庫

日千松筒抜 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同・会議（平成21年） 2010 2014 書庫

高千部筒抜 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成21年） 2010 2014 t!i-Jill 

高千的簡裁 庶務係 J.tf.ろー06 広報 5 広報（平成21年） 2010 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろ－13 交際 5 交際（平成20年） 2010 2014 書庫

高千徳簡裁 庶務係 庶ろ－13 交際 5 交際（平成21年） 2010 2014 書！車

高千穂簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査2 5 検査・監査2（平成21年度） 2010 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー04 人事評価 10 人事評価（平成22年） 2011 2020 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人い－05 給与 10 給与（平成22年） 2011 2020 書庫

irli千組問i裁 庶務係 人ろ－02 抜判官以外の職員の任免・勤務裁判J 5 裁2年判）官以外の職員の任免・勤務裁判所の指定（平成2 2011 2015 }Hilt 

日千穂筒抜 庶務係 人ろー03 試験 5 試験（平成22年） 2011 2015 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人ろー05 給与 5 給与（平成22年） 2011 2015 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人ろー07 能率 5 能率（平成22年） 2011 2015 書庫

i吉i千組簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修（平成22年） 2011 2015 者同I

高千拙簡裁 庶務係 人ろー11 服務 5 服務（平成22年） 2011 2015 書庫

高千拙簡裁 庶務係 人ろ－ 14 栄典 10 栄典（平成22年） 2011 2020 書庫

高千fi！｛簡裁 庶務係 人ろ－19 身上鯛査 3 身上調査（平成22年） 2011 2013 寄席

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出勤簿（平成22W) 2011 2015 書nil

高千的簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成22年） 2011 2015 書庫

両千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員出動簿（平成22年） 2011 2015 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成22年） 2011 2015 書庫

5 



守 r 司．

大分類 [!J分~｛i 小分矧
標準ファイル名

保存
ファイノレ名

保存 保存期間
保存場所 措~Jt＇拘E存置了j結時QIlの果問 個目 考 廃棄年月日

（分類記号） Wlllll 開始時期 満了時期

年 jす 年 ｜年jす宋 年末

全角9半角18全角 15~1え角 30 全角2l!f土角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2!f毛角4全角21半角42 半角9

高千穂筒抜 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休Ill~簿（平成22年） 2011 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 言公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成22年） 2011 2020 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般（平成22年） 2011 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事（平成22年） 2011 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 会同・会議（平成22年） 2011 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろー05 文書 5 文書（平成22年） 2011 2015 書庫

高千隠簡裁 庶務係 庶ろ－ 11 図書 3 図書（平成22年） 2011 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろー13 交際 5 交際（平成22年） 2011 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受付簿（平成22年） 2011 2013 書庫

高千穂、簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成22年） 2011 2013 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書発送簿（平成22年） 2011 2013 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成22年度） 2011 2020 書庫

高千穂簡裁 会a＋係 会い－03 支出 10 支出（平成20年度） 2011 2020 者同E

高千穂簡裁 会計係 会ろー02 支出8 3 支出に｜閉するその他の文書（平成22年度） 2011 2013 書店

高千穂簡裁 会計係 会ろ－03 物品1 5 納品書（平成22年度） 2011 2015 書廠

高千穂簡裁 会計係 会ろー04 営繕5 3 営繕に関するその他の文書（平成22年度） 2011 2013 書庫

高千穂簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び監査に閲する一時的通達（平成22年度） 2011 2015 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー 12 雑 10 人事報告に関連する事項に関する例規（平成23年） 2012 2021 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー01 裁判官の任免，転補，報酬等 5 裁判官の選考に関するその他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー02 裁判官以外の職員の任免，勤務裁判 5 裁成判23官年以）外の職員の任免に関するその他の文書（平 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 成裁判23官年以）外の職員の試験に関するその他の文書（平 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー07 能率 5 能率に｜到するその他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修に｜則するその他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂、簡裁 庶務係 人ろー 14 栄典 10 表彰等に関するその他わ文書（平成2~~年） 2012 2021 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般に閲する一時的通達（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー06 刑事 5 刑事に｜閉するその他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 松ろー 12 記録保存 5 裁判記録の保存に｜則するその他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

6 



r r 
保満存了期時間の

大分類 中分類
小分類

標準ファイル名
保存

ファイ／レ名
保存 保存期間

保存場所 も椅 考 廃棄年月日
（分類配ザ） 期間 開始時期 満了時期

措置結果
勾孟I写 年 年 1す実 信三ヲさ

全角9半角18全角15半角30 全角21半角•12 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

高千穂簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 各書種（平会成同2及3年び）会議に関する一時的通達，その他の文 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 廃棄目録その他の文書（平成23年） 2012 2016 書庫

前i千組簡裁 庶務係 庶ろ－ 11 図書 3 図書及び資料に関するその他の文書（平成23年） 2012 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 。出勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成23年） 2012 2016 書庫

前i千松簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 調停委員111勤簿（平成23年） 2012 2016 書庫

出i千拙簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 参与員出動簿（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 。超過勤務等命令簿（平成23年） 2012 2016 書庫

高千穂：簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成23年） 2012 2014 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受付簿（平成23年） 2012 2014 書庫

高千穂、簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成23年） 2012 2014 寄席

高千穂簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成23年度） 2012 2021 書庫

高千穂簡裁 会計係 会ろ－02 支出8 3 支出に！則するその他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

市i千穂簡裁 会計係 会ろ－03 物品3 5 物品に｜則する計算書及び見積書（平成23年度） 2012 2016 書庫

向千穂簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び監査に関する一時的通達（平成23年度） 2012 2016 書庫

高千穂簡裁 会計係 会ろー08 検査，監査6 3 その他の文書（平成23年度） 2012 2014 書庫

高千穂簡裁 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成23年度） 2012 2016 書庫

日千穂簡裁 庶務係 人い－02 ｜所裁判の指官牢以外の職員の任免，勤務裁判 10 裁等判に官関す以る外例の規職（員平の成任24免年，）選任，勤務裁判所の指定 2013 2022 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人いー05 給与 10 俸規給（平そ成の2他4年の）給与，級別定数，給与簿等に関する例 2013 2022 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－02 裁所判の指官定以外の職員の任免，勤務裁判 5 裁成判24官年以）外の職員の任免に関するその他の文書（平 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人ろ－03 試験 5 裁成判24官年以）外の職員の試験に関するその他の文書（平 2013 2017 書庫

日千穂簡裁 庶務係 人ろー08 研修 5 研修に｜則するその他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

市i千穂簡裁 庶務係 人ろ－ 11 Jlfl務 5 服務（平成24年） 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 言公し、－01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年） 2013 2022 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー01 訟務一般 5 訟務一般に｜到する一時的通達（平成24年） 2013 2017 書庫

高千砲簡裁 庶務係 訟ろー 12 記録保存 5 裁判記録の保存に関するその他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろー 15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

7 



守 r 
大分額 中分類 小分類

標準ファイル名
保存

ファイJレ名
保存 保存期間 保存場所

保満存了期時間の
備 考 廃棄年月日

（分類記号） 期間 開始時期 満了時期
措置結果

量ド1支 年 牛 J変末 牛末

全角。半角18全角15半角30 全角21半角42 全角48半角96 半角2 全角78半角156 半角4 半角4 半角4 半角4全角9半角18全角2半角4全角21半角42 半角9

高千他簡1& 庶務係 官公ろ－ 15-B 雑 雑（平成24年） 2013 2013 書庫

高千穂筒抜 庶務係 m：し、－01 公印 10 公印に関する例規（平成24年） 2013 2022 書庫

高千穂簡裁 庶務係 庶い－04 文書 10 文書の取扱いに関する例規（平成24年） 2013 2022 書庫

高千他簡裁 庶務係 庶ろー03 会同，会議1 5 各書種（平会成同2及4年び）会議に関する一時的通達，その他の文 2013 2017 書庫

高千秘簡裁 庶務係 庶ろ－05 文書 5 廃棄目録その他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 出動簿（平成24年） 2013 2017 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 登庁簿（平成24年） 2013 2017 書庫

前i千他前i裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 間停委員出動簿（平成24年） 2013 2017 :i!下回l

泊i千徳簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿2 5 超過勤務等命令簿（平成24年） 2013 2017 書JilI

高千穂簡裁 庶務係 人事帳簿 人事帳簿3 3 休暇簿（平成24年） 2013 2015 書庫

民i千徳簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

高千総簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 i!}=llli 

市千地問裁 庶務係 訟いー01 訟務一般 10 訟務一般（平成24年度） 2013 2022 寄席．

高千穂簡裁 庶務係 人ろー03 試験 5 裁成判24官年以）外の職員の試験に関するその他の文書（平 2013 2017 書庫

高千徳簡裁 庶務係 人ろ－07 能率 5 能率に関するその他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

出i千徳簡裁 庶務係 人ろ－08 研修 5 研修に関するその他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろ－12 記録保存 5 裁判記録の保存に関するその他の文書（平成24年） 2013 2017 書庫

高千穂簡裁 庶務係 訟ろ－ 15-A雑 5 雑（平成24年） 2013 2017 書庫

高千孤簡裁 庶務係 HF-ろー03 会同，会議1 5 各書種（平会成同2及4年び）会議にm1する一時的通達，その他の文 2013 2017 i1JfilI 

高千総簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受付簿（平成24年） 2013 2015 書庫

高千陪簡裁 庶務係 庶務帳簿 庶務帳簿2 3 文書受理簿（平成24年） 2013 2015 書庫

高千穂簡裁 会計係 会いー01 会計一般 10 会計一般（平成24年度） 2013 2022 書庫

高千穂簡裁 会計係 会ろー02 支出8 3 支出に関するその他の文書（平成24年度） 2013 2015 書庫

山i千徳簡裁 会計係 会ろ－08 検査，監査2 5 検査及び院査に閲する－II寺的通達（平成24年度） 2013 2017 1IJJlll 

高千穂簡裁 会計係 会ろ－ 12-A雑 5 雑（平成24年度） 2013 2017 書庫

高千他簡裁 会計係 会計帳簿 会計帳簿4 5 現金出納簿（平成24年度） 2013 2017 書庫
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