
中分類 小分類 細分類
満了時
措置

総務 公安委員会総合運営 定例会・臨時会 廃棄 定例会・臨時会資料

総務 課の総合運営
警察関係会議・検討会（他に
属するものを除く。）

廃棄 幹部会議録

総務 課の総合運営 他に属さない1年保存文書 廃棄 署長への行事案内・出席依頼等
総務 取調監督 制度運用 廃棄 取調べ実施予定・確認・巡察結果報告書
総務 取調監督 制度運用 廃棄 被疑者取調べ状況確認結果通知書
総務 取調監督 制度運用 廃棄 取調べ状況報告書の写し
総務 取調監督 制度運用 廃棄 調査結果報告書
総務 取調監督 申・通報 廃棄 申・通報
警務 待機・非常招集 待機指定・応召受付 廃棄 待機指定簿
警務 待機・非常招集 待機指定・応召受付 廃棄 待機変更簿
警務 待機・非常招集 待機指定・応召受付 廃棄 応招者受付簿
警務 当直 当直管理（割当） 廃棄 当直割当
警務 当直 当直管理（記録） 廃棄 当直日誌・事件事故等取扱報告簿
警務 当直 他に属さない１年文書 廃棄 鍵出納簿

警務
人事業務（他に属するもの
を除く。）

身上等異動報告書 廃棄 身上等異動報告書

警務 職員の服務 私事旅行 廃棄 私事旅行届・承認願
警務 職員の服務 休暇 廃棄 休暇簿
警務 職員の服務 休暇 廃棄 休暇願・出勤報告
警務 職員の服務 休暇 廃棄 欠勤届
警務 職員の服務 勤務時間管理（年度） 廃棄 勤務指定表
警務 職員の服務 勤務時間管理（暦年） 廃棄 代休日指定簿
警務 職員の服務 勤務時間管理（暦年） 廃棄 週休日の振替簿
警務 職員の服務 勤務時間管理（暦年） 廃棄 休日勤務指定解除簿
警務 職員の服務 勤務時間制限 廃棄 深夜勤務・時間外勤務制限
警務 給料 給与支給 廃棄 給与基本台帳

警務 給料 給与支給 廃棄
給与支給明細書・期末（特別）・勤勉手当支
給明細書

警務 給料 給与支給 廃棄 年末調整明細書
警務 給料 給与システムの運用 廃棄 法定外控除一覧
警務 給料 給与システムの運用 廃棄 給与基本報告書
警務 給料 給与システムの運用 廃棄 給与口座振込申出書
警務 給料 給与関係資料 廃棄 給与関係資料
警務 諸手当 扶養親族台帳 廃棄 扶養親族台帳
警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄 扶養親族届（退職者分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄
住居届（住居実態調査票）及び住居手当認
定簿（支給停止分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄
単身赴任手当受給者に係る配偶者等の住
居届（住居実態調査票）及び住居手当認定
簿（支給停止分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄 通勤届及び通勤手当認定簿（支給停止分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄
単身赴任届及び単身赴任手当認定簿（支
給停止分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄
特地勤務手当に準ずる手当認定簿（支給
停止分）

警務 諸手当 諸手当認定簿 廃棄
住居手当報告書・単身赴任手当受給者に係る
配偶者等の住居手当報告書・通勤手当報告書

警務 諸手当 各種手当ての事後確認 廃棄 各種手当事後確認書
警務 諸手当 各種手当ての事後確認 廃棄 各種手当事後確認結果報告書
警務 勤務実績管理 時間外等勤務承認（実績）簿 廃棄 時間外勤務実績の証明
警務 勤務実績管理 時間外等勤務承認（実績）簿 廃棄 時間外等勤務承認（実績）簿
警務 勤務実績管理 時間外等勤務承認（実績）簿 廃棄 時間外等勤務命令（実績）簿
警務 勤務実績管理 時間外等勤務承認（実績）簿 廃棄 時間外等勤務承認簿
警務 勤務実績管理 時間外等勤務承認（実績）簿 廃棄 時間外等勤務実績報告書

警務 勤務実績管理
勤務時間管理員代行者指
名簿

廃棄 勤務時間管理員代行者指名簿

警務 勤務実績管理 勤務実績報告 廃棄 勤務実績報告書
警務 勤務実績管理 勤務実績報告 廃棄 時間外等勤務実績簿
警務 勤務実績管理 勤務実績報告 廃棄 特殊勤務作業実績報告書
警務 勤務実績管理 勤務実績報告 廃棄 管理職員特別勤務実績簿

警務 勤務実績管理
勤務実績管理システムの
運用

廃棄 勤務実績修正報告書

警務 勤務実績管理
勤務実績管理システムの
運用

廃棄 長時間勤務者業務概要報告書

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

廃棄手続対象ファイル具体例一覧 別紙２ 
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

警務 勤務実績管理
勤務実績管理システムの
運用

廃棄 長時間勤務者業務概要一覧表

警務 勤務実績管理 勤務記録簿 廃棄 勤務記録簿
警務 勤務実績管理 勤務記録簿 廃棄 勤務記録通知書
警務 税金 年末調整（修正）報告書 廃棄 年末調整(修正)報告書
警務 税金 控除申告 廃棄 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

警務 税金 控除申告 廃棄
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所
得者の配偶者特別控除申告書

警務 税金 控除申告 廃棄 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
警務 税金 源泉徴収票 廃棄 源泉徴収票
警務 税金 源泉徴収票 廃棄 退職者の源泉徴収票
警務 地方警務官の給与等 給与簿・出勤簿 廃棄 出勤簿
警務 地方警務官の給与等 給与簿・出勤簿 廃棄 基準給与簿
警務 地方警務官の給与等 給与簿・出勤簿 廃棄 職員別給与簿
警務 地方警務官の給与等 給与簿・出勤簿 廃棄 勤務時間報告書

警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄
住居手当報告書・単身赴任手当受給者に
係る配偶者等の住居手当報告書

警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄 住居手当認定簿（変更分）
警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄 通勤手当認定簿（変更分）
警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄 単身赴任手当認定簿（取消分）
警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄 扶養手当認定簿（退職者分）
警務 地方警務官の給与等 諸手当認定簿 廃棄 広域異動手当調書（取消分）
警務 地方警務官の給与等 管理職員特別勤務整理簿・実績簿 廃棄 特殊勤務手当整理簿・実績簿
警務 地方警務官の給与等 管理職員特別勤務整理簿・実績簿 廃棄 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿
警務 地方警務官の給与等 控除申告 廃棄 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書

警務 地方警務官の給与等 控除申告 廃棄
給与所得者の保険料控除申告書兼給与所
得者の配偶者特別控除申告書

警務 地方警務官の給与等 控除申告 廃棄 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
警務 地方警務官の給与等 源泉徴収票等 廃棄 源泉徴収票等
警務 拳銃・弾薬 拳銃等出納簿 廃棄 けん銃等出納簿

警務 拳銃・弾薬 拳銃等の管理 廃棄
拳銃貸与申請書、拳銃貸与替え申請書、拳
銃等返納書

警務 拳銃・弾薬 拳銃等の管理 廃棄 交付申請書
警務 拳銃・弾薬 拳銃等の管理 廃棄 拳銃精密手入れ（修理）依頼書
警務 拳銃・弾薬 年報 廃棄 けん銃及び弾薬に関する年報
警務 給貸与品（拳銃を除く。） 給貸与品の管理 廃棄 貸与品等点検結果報告書
警務 給貸与品（拳銃を除く。） 給貸与品の管理 廃棄 給貸与品等申請書・送付状・受領書・返納書

警務
装備資機材（通信機材を
除く。）

装備資機材の管理 廃棄 装備品整備申請書

警務 公用自動車 ＥＴＣカード管理簿 廃棄 ETCカード管理簿
警務 公用自動車 公用車両の管理 廃棄 車両取扱責任者
警務 公用自動車 公用車両の管理 廃棄 運転（車両管理）日誌
警務 公用自動車 公用車両の管理 廃棄 車両月報
警務 公用自動車 公用車両の管理 廃棄 車両整備年報
警務 公用自動車 公用車両の管理 廃棄 車両整備申請書・車両整備記録簿
警務 公用自動車 損傷 廃棄 車両損傷報告
警務 公用自動車 公務車両証明書 廃棄 公務車両証明書
警務 公用自動車 車検 廃棄 自動車検査証（写）
警務 公用自動車 任意保険 廃棄 任意保険
警務 公用自動車 有料道路の通行料金免除 廃棄 公務従事車両証明書発行台帳
警務 公用自動車 有料道路の通行料金免除 廃棄 公務従事車両証明書出納簿
警務 公用自動車 有料道路の通行料金免除 廃棄 公務従事車両証明書配分台帳
警務 公用自動車 有料道路の通行料金免除 廃棄 公務用カード管理簿
警務 公用自動車 レンタカー借上申請書 廃棄 レンタカー借上申請書

警務 公用自動車
レンタカー実績報告書・運
転日誌

廃棄 レンタカー実績報告書・運転日誌

警務 公用自動車 自家用車公務使用承認簿 廃棄 自家用車公務使用承認簿
警務 船舶 借上船舶 廃棄 借上船舶実績報告
警務 通信 伝送システムの管理 廃棄 送信記録表・受信記録表
監察 監察 警察庁（管区）監察 廃棄 警察庁(管区）監察
監察 監察 部内監察の実施 廃棄 県監察
監察 監察 教養資料 廃棄 業務だより(監察課通報等）
監察 監察 他に属さない１年文書 廃棄 監察関係定期報告
監察 監察 他に属さない１年文書 廃棄 監察関係照会・回答
監察 監察 他に属さない１年文書 廃棄 監察関係申（通）報
監察 懲戒及び再発防止 懲戒処分の検討・決定 廃棄 懲戒処分
監察 懲戒及び再発防止 懲戒処分の検討・決定 廃棄 訓戒処分等
監察 懲戒及び再発防止 再発防止施策・取組 廃棄 飲酒会合届、飲酒会合場所への車両利用届

監察 争訟事務 他に属さない１年文書 廃棄 訟務関係申報
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

監察 苦情処理 苦情申出制度 廃棄 苦情申出制度
監察 苦情処理 申報・通報 廃棄 苦情関係申（通）報

監察
公用車・職員私有車の交
通事故

公用車に関する損害賠償事
案・物品等亡失・損傷事案

廃棄 公用車交通事故（有過失）

監察
公用車・職員私有車の交
通事故

公用車に関する無過失交
通事故

廃棄 公用車交通事故(無過失）

監察
公用車・職員私有車の交
通事故

私有者交通事故 廃棄 私有車交通事故

監察
公用車・職員私有車の交
通事故

交通事故防止に関する教
養資料

廃棄 教養資料

監察
公用車・職員私有車の交
通事故

申報・通報 廃棄 申（通）報

監察
損失補償・損害賠償等（交
通事故を除く。）

損失補償金支給 廃棄 損失補償

監察
損失補償・損害賠償等（交
通事故を除く。）

私有物品損害補償 廃棄 私有物品損害補償

監察
損失補償・損害賠償等（交
通事故を除く。）

国家賠償・損害賠償 廃棄 国家賠償・損害賠償

監察 变位・变勲 变位・变勲上申 廃棄 变位・变勲上申
監察 变位・变勲 变位・变勲関係資料 廃棄 变位・变勲関係(上申以外)
監察 褒章 褒章上申 廃棄 褒章上申
監察 表彰 随時表彰（個人） 廃棄 個人表彰
監察 表彰 随時表彰（部署） 廃棄 部署表彰
監察 表彰 永年勤続退職警察職員表彰 廃棄 永年勤続退職警察職員表彰
監察 表彰 永年勤続警察職員等表彰 廃棄 永年勤続警察職員等表彰
監察 表彰 勤務成績優秀警察職員表彰 廃棄 勤務成績優秀警察職員表彰
監察 表彰 勤務成績優良警察職員表彰 廃棄 勤務成績優良警察職員表彰
監察 表彰 警察協力功労者表彰 廃棄 警察協力功労者表彰
監察 表彰 駐在所勤務員配偶者表彰 廃棄 駐在所勤務員配偶者表彰
監察 表彰 部外者表彰 廃棄 部外者表彰
監察 表彰 警察庁長官表彰 廃棄 警察庁長官表彰
監察 表彰 九州管区警察局長表彰 廃棄 九州管区警察局長表彰

監察 表彰
全国優秀・全国優良・管区
優秀

廃棄 全国優秀・全国優良・管区優秀警察職員表彰

監察 表彰
年間業務成績優秀警察署
表彰

廃棄 年間業務成績優秀警察署表彰

監察 表彰 監察課以外が実施する表彰 廃棄 部長賞、署長内賞など

会計 県費予算
補助金、助成金、交付金、
奨励金等の交付の決定及
び確定並びにその経緯

廃棄 補助金関係

会計 県費予算 予算要求・予算査定資料 廃棄 予算要求・査定資料

会計 県費予算
歳出予算の配当、令達、
流用、趣旨の変更等

廃棄 配当申請

会計 県費予算
歳出予算の配当、令達、
流用、趣旨の変更等

廃棄 予算令達（内示）計画

会計 県費予算
歳出予算の配当、令達、
流用、趣旨の変更等

廃棄 予算令達（内示）通知書

会計 県費予算
歳出予算の配当、令達、
流用、趣旨の変更等

廃棄 流用・趣旨変更・予備費

会計 県費予算 部外照会・回答・通知 廃棄 照会・回答（部外）
会計 県費予算 他に属さない１年文書 廃棄 照会・回答（部内）

会計 国費予算等
県が補助事業者となる場合
の国の補助金、交付金等に
関する申請、確定等の経緯

廃棄 国庫補助金（事業終了分）

会計 国費予算等 予算要求 廃棄 国庫（基本経費）概算要求資料
会計 国費予算等 予算要求 廃棄 国庫支出金を伴う事前協議書
会計 国費予算等 予算要求 廃棄 国の施策等に関する提案
会計 国費予算等 予算配分 廃棄 支出負担行為計画示達表
会計 国費予算等 予算配分 廃棄 支払計画表
会計 国費予算等 予算配分 廃棄 国費予算配賦
会計 国費予算等 国費事件認定簿（解除分） 廃棄 国費事件認定簿（認定解除分）
会計 国費予算等 部外照会・回答・通知 廃棄 照会・回答（警察庁・九州管区警察局等）
会計 検査及び監査 会計検査院の検査 廃棄 警察庁会計実地検査調書
会計 検査及び監査 検査書（会計検査院の検査を除く。） 廃棄 遺失（拾得物）検査書
会計 検査及び監査 検査書（会計検査院の検査を除く。） 廃棄 出納局検査
会計 検査及び監査 検査書（会計検査院の検査を除く。） 廃棄 国有物品検査書
会計 検査及び監査 検査書（会計検査院の検査を除く。） 廃棄 検査書（用度（県費））
会計 検査及び監査 監査 廃棄 監査調書
会計 出納（県費） 出納員・会計職員 廃棄 出納員任免
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

会計 出納（県費） 出納員・会計職員 廃棄 出納員事務引継書
会計 出納（県費） 出納員・会計職員 廃棄 出納員事務引継報告書
会計 出納（県費） 出納員・会計職員 廃棄 会計職員事務引継報告書
会計 出納（県費） 現金の出納 廃棄 現金出納簿
会計 出納（県費） 現金の出納 廃棄 現金領収書

会計 出納（県費）
歳入歳出外現金（基金）受
払の整理

廃棄 歳入歳出外現金（基金）受払整理表

会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 歳入整理表
会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 予算執行表（歳入）
会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 歳出整理表
会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 予算執行表（歳出）
会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 旅費執行表
会計 出納（県費） 歳入・歳出の整理 廃棄 支出未済一覧表
会計 出納（県費） 収入調定書 廃棄 収入調定書
会計 出納（県費） 更正決定書（歳入・歳出） 廃棄 更正決定書
会計 出納（県費） 戻出決定書 廃棄 戻出決定書
会計 出納（県費） 収入証紙による収入 廃棄 証紙消印記録簿
会計 出納（県費） 収入証紙による収入 廃棄 証紙消印実績報告書
会計 出納（県費） 検査員任命伺 廃棄 検査員任命伺
会計 出納（県費） 支出証拠書類 廃棄 捜査費証ひょう書（県費）
会計 出納（県費） 支出証拠書類 廃棄 支出命令書
会計 出納（県費） 資金前渡の精算 廃棄 資金前渡精算書
会計 出納（県費） 資金前渡の精算 廃棄 精算報告書・領収証
会計 出納（県費） 戻入決定書 廃棄 戻入決定書
会計 出納（県費） 債権債務者登録 廃棄 あて名及び代金の受領方法の申出書
会計 出納（県費） 債権債務者登録 廃棄 債権債務登録（変更）通知書
会計 出納（県費） 非常勤職員等の年末調整 廃棄 所得税徴収高計算書集計表
会計 出納（県費） 非常勤職員等の年末調整 廃棄 年末調整（非常勤職員等）
会計 出納（国費） 小切手類 廃棄 政府預金小切手帳
会計 出納（国費） 小切手類 廃棄 国庫金振替書原符
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 徴収簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 徴収決定一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 過誤納額整理簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 徴収決定外誤納決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 歳入徴収額計算書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 徴収済額報告書

会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄
債権調査確認及び歳入調査決定決議書兼
管理簿

会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄
債権調査確認及び歳入調査決定（変更）決
議書・徴収決定外誤納決議書兼債権管理
簿（収納後の調査決定）

会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債権調査確認（変更）等一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債権調査確認決議書及び納入告知決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債権発生通知書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 反則金還付通知
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 領収済通知書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 不納欠損整理簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 現金払込仕訳書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 収納未済一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 収納済等一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 締切（解除）決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 歳入月計突合表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 領収済報告書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出負担行為差引簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出決定簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 概算払精算予定一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支払元受高差引簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支払元受高転換決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 科目体系ツリー表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出済一覧表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出負担行為日計表
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出帳票（月報）
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 予算事項別管理
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 資金前渡整理
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 小切手交付簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 小切手整理簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 国庫金振替書整理簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 返納告知簿
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 国費旅費委任
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 国庫金振込請求書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 過年度支出承認
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 訂正請求依頼決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債主登録決議書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 職員以外の源泉徴収（謝金）
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出計算書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 支出証拠書類
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 収入金現金出納計算書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債権管理計算書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 債務負担額計算書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 振替済通知書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 零精算決議書、旅費精算請求書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 領収済通知書
会計 出納（国費） 収入・支出 廃棄 収入証拠書類
会計 出納（国費） 現金出納簿 廃棄 現金出納簿
会計 出納（国費） 歳入歳出外 廃棄 歳入歳出外現金出納計算書
会計 出納（国費） 決算 廃棄 国費決算見込額報告書
会計 出納（国費） 他に属さない１年文書 廃棄 国費端末（アダムス）移行関係文書
会計 契約 契約文書（工事関係を除く。） 廃棄 支出負担行為書
会計 契約 契約文書（工事関係を除く。） 廃棄 支出調書
会計 契約 契約文書（工事関係を除く。） 廃棄 ○○○○契約
会計 契約 契約文書（工事関係を除く。） 廃棄 添付書類等(作業報告等）
会計 契約 契約文書（工事関係を除く。） 廃棄 支出伺（車両燃料代）

会計 契約

工事に係る契約文書（公
有財産台帳等で管理する
ことが必要な構造物等を
含む場合を除く。）

廃棄 ○○工事契約

会計 契約 常設委員会関係文書 廃棄 入札監視委員会関係
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 発注予定工事一覧表
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 熊本県通知(積算方針・基準見直し、単価等）

会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 熊本県報告（施行調査等）
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 設計積算基礎資料（単価表等）
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 施工関係提出資料
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 警察庁・九州管区警察局関係(通知、照会等）
会計 契約 他に属さない１年文書 廃棄 国交省九州地方整備局関係((通知、照会等）
会計 物品（県費） 燃料券 廃棄 燃油類納品伝票（使用済分）
会計 物品（県費） 燃料券 廃棄 燃料券（使用済分）
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 在庫用品需要伝票用品交付通知書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 用品要求伺・用品交付通知書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 在庫用品交付通知書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 物品取得引継書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 物品の寄付による取得申請書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 物品不用決定書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 取得物品調書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 不用物品処分調書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 備品出納管理簿
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 取得物品引継書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 物品購入要求書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 執行伺書（用品要求）
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 用品交付通知書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 用品検査及び受領依頼書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 用品検査及び受領書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 集中調達除外申請書
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 （契約件名）備品購入合議
会計 物品（県費） 物品の取得・処分 廃棄 物品不用決定承認申請書

会計 物品（県費）
重要備品台帳・保管備品整
理簿(処分又は保管転換分）

廃棄 重要備品台帳（口座抹消分）

会計 物品（県費）
重要備品台帳・保管備品整
理簿(処分又は保管転換分）

廃棄 保管備品整理簿（口座抹消分）

会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 ハイウェイカード出納簿

会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄
物品送付伺書・物品受領書・物品配置換
書・物品返納書

会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品き損・亡失届出書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品出納計算書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 使用備品整理簿
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 備品異動申請書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品保管転換送付書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品保管転換受領書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品保管転換依頼書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品保管転換送付書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品保管転換受領書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品分類換調書
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 郵便切手類出納簿
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 消耗品出納簿
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 （郵便切手類）需要伝票
会計 物品（県費） 物品の管理 廃棄 物品需要伝票
会計 物品（県費） 物品の貸付（期間満了分） 廃棄 貸付承認申請書（口座抹消分）
会計 物品（県費） 物品の貸付（期間満了分） 廃棄 貸付備品整理簿（口座抹消分）
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 無線機無償使用申請つづり
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品不用決定承認申請書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品不用決定承認書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品管理換通知書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品不用決定書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品修繕（改造）書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品取得書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 措置要求書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品管理計画表
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 警察用国有物品無償使用申請書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 重要備品不用決定書
会計 物品（国費） 物品の取得・処分 廃棄 物品検査員任命伺
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品損傷（亡失）報告書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品管理計算書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品増減及び現在額調書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 使用物品亡失（損傷）報告書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品供用書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品供用換書
会計 物品（国費） 物品の管理 廃棄 物品返納書

会計 物品（国費）
物品出納簿・供用簿（処分
又は返納分）

廃棄 物品管理出納簿（閉鎖分）

会計 物品（国費）
物品出納簿・供用簿（処分
又は返納分）

廃棄 物品供用簿（備品　口座抹消分）

会計 物品（国費）
物品出納簿・供用簿（処分
又は返納分）

廃棄 物品供用簿（消耗品）

会計 物品（国費） 物品保管書（返納分） 廃棄 物品保管書（口座抹消分）
会計 物品（国費） 交替引継 廃棄 交替引継書・引継書（国有物品）
会計 物品（国費） 通知・報告（定型） 廃棄 中央調達物品通知書
会計 物品（国費） 通知・報告（定型） 廃棄 供用物品点検結果報告書
会計 遺失物 遺失届の管理 廃棄 遺失届出書
会計 遺失物 遺失届の管理 廃棄 遺失届一覧簿
会計 遺失物 遺失届の管理 廃棄 遺失届出書送付簿
会計 遺失物 遺失届の管理 廃棄 他署遺失届出書写し

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件控書つづり

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件一覧簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件送付簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 即時完結つづり

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 受領書(遺失者返還)

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 受領書(拾得者交付）

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件売却

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件処分

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件関係事項照会書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件関係事項照会書受払簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件関係事項照会書管理簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 貴重品等出入簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得物件出納簿
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得金小切手未払調書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 当座勘定お取引照合表

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 当座預金残高証明書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得金拾得物品県帰属調書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 物品送付書（国帰属）

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 特例施設占有者保管物件一覧簿

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄
特例施設占有者保管物件・物件売却・物件
処分届出書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 動物一時預り控書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 拾得・遺失動物通知書

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 犬・ねこ引取通知書（熊本県）

会計 遺失物
拾得物件の管理（小切手
帳を除く。）

廃棄 不明及び保護犬猫一覧表（熊本市）

会計 遺失物 小切手帳 廃棄 小切手原符（使用済分）
会計 遺失物 被押収物件台帳（還付分） 廃棄 被押収物件台帳（還付分）

会計 遺失物
施設占有者用外部記録媒
体等の管理

廃棄 施設占有者用ＦＤ

会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 旅行命令（依頼）簿
会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 旅行命令権者代理届出書
会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 復命書
会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 国庫金振込明細書
会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 護送者旅費支出伺
会計 旅費 旅行命令（依頼） 廃棄 被疑者輸送費支出伺（役務費）

会計
駐在所等報償金・公衆接
遇金

駐在所協力家族認定簿
（認定終了分）

廃棄 協力家族等認定簿（認定終了分）

会計
駐在所等報償金・公衆接
遇金

駐在所協力家族（単身勤務）
認定申請書（認定終了分）

廃棄 協力家族認定申請書（認定終了分）

会計
駐在所等報償金・公衆接
遇金

駐在所協力家族（単身勤務）
認定申請書（認定終了分）

廃棄 単身勤務認定申請書（認定終了分）

会計 環境対策 他に属さない１年文書 廃棄 エコオフィス活動推進点検表
会計 環境対策 他に属さない１年文書 廃棄 ＩＳＯ関係（文書・記録・その他）
会計 国有財産管理 他に属さない１年文書 廃棄 国・県・市町村・所属通知

会計 公有財産管理 使用許可・貸付
廃棄

行政財産使用許可申請書・普通財産貸付
申請（期間満了分）

会計 公有財産管理 使用許可・貸付
廃棄

行政財産使用許可書・普通財産貸付契約
書（期間満了分）

会計 公有財産管理 他に属さない１年文書 廃棄 使用許可・貸付・借受　電算入力票
会計 公有財産管理 他に属さない１年文書 廃棄 公有財産事故報告・災害被害報告
会計 施設維持管理（県費） 宿舎管理 廃棄 電算報告関係綴り
会計 施設維持管理（県費） 宿舎管理 廃棄 電算処理出力帳票
会計 施設維持管理（県費） 宿舎貸付 廃棄 宿舎使用・借受申込書
会計 施設維持管理（県費） 宿舎貸付 廃棄 職員宿舎割り当て（入退居決定書）
会計 施設維持管理（県費） 宿舎貸付 廃棄 職員宿舎入退居報告書
会計 施設維持管理（県費） 宿舎退舎届 廃棄 退舎届
会計 施設維持管理（県費） 宿舎入舎届（退舎分） 廃棄 入舎届（退舎分）
会計 施設維持管理（県費） 他に属さない１年文書 廃棄 各都道府県警察申報・調査
会計 施設維持管理（県費） 他に属さない１年文書 廃棄 施設整備計画書
会計 施設維持管理（県費） 他に属さない１年文書 廃棄 施設整備検討委員会関係
会計 施設維持管理（県費） 他に属さない１年文書 廃棄 各課修繕要求関係
会計 施設維持管理（県費） 他に属さない１年文書 廃棄 居住実態調査
教養 職場教養 職務倫理 廃棄 職務倫理教養実施結果報告
教養 職場教養 職場指導 廃棄 例会教養つづり
教養 職場教養 職場指導 廃棄 朝礼等指示簿

教養 職場教養
職場・実践実習（指導者用
実習記録）

廃棄 職場実習・実戦実習記録表（指導員用）

教養 職場教養
職場・実践実習（指導者用
実習記録を除く。）

廃棄 職場実習・実戦実習記録表（本人用）

教養 職場教養 青年警察官育成 廃棄 青年警察官育成記録カード
教養 学校教養 学校教養計画 廃棄 教養計画
教養 学校教養 学校入校通知・資料 廃棄 ○○専科、○○任用科
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

教養 学校教養 教養年報 廃棄 年報
教養 学校教養 照会・調査・回答 廃棄 教養関係調査
教養 学校教養 他県からの申報・通報 廃棄 他県からの申報・通報
教養 術科 術科訓練 廃棄 各種訓練実施計画・実施結果
教養 術科 術科検定・審査 廃棄 体力検定実施計画・実施結果
教養 術科 術科検定・審査 廃棄 車両運転技能認定審査（二輪）
教養 術科 訓練日誌 廃棄 訓練日誌

教養 術科
体力検定等記録表（退職
者分）

廃棄 体力検定等記録表（退職者分）

教養 術科
術科単位履修単位記録表
（退職者分）

廃棄 術科単位履修単位記録表（退職者分）

教養 術科
術科単位履修単位記録表
（退職者分）

廃棄 けん銃訓練記録表（退職者分）

厚生 課の総合運営 ＪＰ財団等関係 廃棄 ＪＰ生きがい振興財団
厚生 課の総合運営 団体取扱保険関係 廃棄 母体団体所属員に関する証明書
厚生 課の総合運営 他に属さない１年文書 廃棄 警察署巡回講習

厚生 課の総合運営 他に属さない１年文書 廃棄 照会・回答

厚生 課の総合運営
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 他県からの照会

厚生 課の総合運営
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 成人識別機能付きたばこ自販機通知

厚生 公務災害 職員の公務災害認定 廃棄 公務災害の認定申請
厚生 児童手当 支給事由消滅・終了 廃棄 支給事由消滅・終了
厚生 児童手当 台帳 廃棄 児童手当等支給・受給者台帳
厚生 児童手当 現況届 廃棄 児童手当現況届
厚生 生活相談 運用・管理 廃棄 生活相談記録簿（生活相談処理簿）
厚生 生活相談 運用・管理 廃棄 生活相談移送書
厚生 生活相談 運用・管理 廃棄 生活指導記録簿
厚生 財形 天引預入依頼書 廃棄 天引預入依頼書
厚生 恩給 源泉徴収 廃棄 恩給扶養控除申告書・源泉徴収票
厚生 恩給 受給権調査 廃棄 恩給・扶助料受給権調査
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 休業者管理 廃棄 休業者管理（健康管理月報）
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 統計 廃棄 統計（健康に関する統計）
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 健康増進 廃棄 健康増進（健康づくり強化期間）
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 感染症対策 廃棄 感染症対策
厚生 健康管理（健康診断を除く。） メンタルヘルス対策 廃棄 メンタルヘルス対策
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 職場復帰支援 廃棄 職場復帰訓練
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 過重労働対策実施 廃棄 面接指導実施結果票（過重労働対策）
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 衛生管理体制の整備 廃棄 産業医
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 衛生管理体制の整備 廃棄 衛生管理者
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 衛生管理体制の整備 廃棄 衛生委員会
厚生 健康管理（健康診断を除く。） 調査・回答 廃棄 調査・回答

厚生 健康管理（健康診断を除く。）
指導区分・審査会（退職者
分）

廃棄 指導区分・審査会（退職者分）

厚生 健康管理（健康診断を除く。） 他に属さない１年文書 廃棄 申報・通報

厚生 健康管理（健康診断を除く。）
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 教養

厚生 健康管理（健康診断を除く。）
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 研修会等

厚生 健康診断 健康診断結果・報告 廃棄 定期健康診断結果
厚生 健康診断 健康診断結果・報告 廃棄 特殊健康診断結果
厚生 健康診断 健康診断結果・報告 廃棄 健康診断個人票

情報管理
指導教養（照会センター照会
業務に関するものを除く。）

情報セキュリティ小テスト 廃棄 情報セキュリティ小テスト

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

情報流出防止対策（自己
点検結果報告書等）

廃棄 自己点検実施結果報告書

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

情報流出防止対策（自己
点検結果報告書等）

廃棄 確認書

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機械室等入退室管理 廃棄 入退室管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機械室等入退室管理 廃棄 警察情報管理ｼｽﾃﾑ機械室等鍵管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機械室等入退室管理 廃棄 入室許可申請書

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機械室等からの持出記録 廃棄 持出記録簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

システム設定・障害等記
録

廃棄 システム設定等作業記録簿
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 機器等管理台帳

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄
単体パソコン・外部記録媒体等庁舎内利用
管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 捜査用携帯パソコン点検表、持出管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 外部記録媒体等管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 警察情報システム持出管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 ＰＯＴ管理台帳

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 ＰＯＴ使用簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

機器・媒体管理 廃棄 ＣＦカード使用簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

外部記録媒体等点検 廃棄 外部記録媒体等点検表

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

外部記録媒体等点検 廃棄 ＰＯＴ関係点検記録簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

未登録外部記録媒体管理 廃棄 未登録外部記録媒体保管管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

県警察情報システム構成
機器増設等申請書（平成
27年申請所属保存分）

廃棄
県警察情報システム構成機器増設等申請
書

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

インターネット端末使用管
理

廃棄 インターネットパソコン使用管理簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

インターネット端末点検 廃棄 インターネットパソコン点検表

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

アクセス権指定・解除 廃棄 アクセス権指定（解除）申請書兼名簿

情報管理
情報セキュリティ対策（暗
号化・媒体制限を除く。）

ＩＣカード等交付管理 廃棄 ＩＣカード等交付管理簿

情報管理 暗号化・媒体制限

警察庁開発自動暗号化ソ
フトウェアの運用（ＵＳＢ
キーの管理簿、所属間使
用申請簿を除く。）

廃棄 外部記録媒体等貸出管理簿

情報管理 暗号化・媒体制限

警察庁開発自動暗号化ソ
フトウェアの運用（ＵＳＢ
キーの管理簿、所属間使
用申請簿を除く。）

廃棄 ＵＳＢキー庁舎外持出簿

情報管理 暗号化・媒体制限
警察庁開発自動暗号化ソ
フトウェア　ＵＳＢキーの管
理簿、所属間使用申請簿

廃棄 USBキー管理簿

情報管理 暗号化・媒体制限
利用許可用ＵＳＢキーの使用
に係る証跡検証結果（警察
庁開発自動暗号化システム）

廃棄 利用許可用ＵＳＢキーの使用に係る証跡

情報管理 暗号化・媒体制限
利用許可用ＵＳＢキーの使用
に係る証跡検証結果（警察
庁開発自動暗号化システム）

廃棄
利用許可用ＵＳＢキーの使用に係る証跡検
証結果

情報管理 電算システム開発
対象業務構築申請（本年
システム廃止又は申請所
属保存分）

廃棄 対象業務処理方式変更申請書

情報管理 電算システム運用 パスワード再交付 廃棄 パスワード再交付申請書
情報管理 電算システム運用 システムドキュメント等点 廃棄 ドキュメント等点検表
情報管理 電算システム運用 電子計算機運用管理 廃棄 電子計算機使用管理簿
情報管理 電算システム運用 電子計算機運用管理 廃棄 電子計算機設置・移設申請書
情報管理 電算システム運用 電子計算機運用管理 廃棄 電子計算機使用場所変更申請書
情報管理 電算システム運用 照会記録点検・報告 廃棄 照会記録点検表
情報管理 電算システム運用 統合OAシステム設定 廃棄 統合OAｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ利用者ID申請書

情報管理 電算システム運用 統合OAシステム設定 廃棄
統合OAシステムキャビネット等作成・変更
申請書

情報管理 電算システム運用 Ａ系・汎用システム運用 廃棄 オペレーション記録簿

情報管理 電算システム運用 ログオンメッセージ 廃棄 ログオン・メッセージ表示依頼書

情報管理 電算システム運用
入力資料処理（本年処理完
了分又は依頼所属保管分）

廃棄 入力資料処理依頼書

情報管理 電算システム運用 入力資料処理（処理完了分） 廃棄 発信原票処理票（処理完了分）
情報管理 電算システム運用 入力資料処理（処理完了分） 廃棄 受信処理簿（処理完了分）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

情報管理 電算システム運用
入力資料（データ）修正・
削除処理（本年処理完了
又は依頼所属保管分）

廃棄 入力データ修正（削除）依頼書

情報管理 電算システム運用
個人情報入力・出力資料
管理（記載完了分）

廃棄 入力資料管理簿

情報管理 電算システム運用
個人情報入力・出力資料
管理（記載完了分）

廃棄 出力資料管理簿

情報管理 電算システム運用
システムドキュメント等管
理（記載完了分）

廃棄 ドキュメント等交付簿（記載完了分）

情報管理 電算システム運用
システムドキュメント等管
理（記載完了分）

廃棄 ドキュメント等管理簿（記載完了分）

情報管理 電算システム運用
臨時処理（本年システム廃止
又は申請所属保管分）

廃棄 臨時処理申請書

情報管理 照会センター照会 日報 廃棄 業務日誌（日報）
情報管理 照会センター照会 月報 廃棄 熊本県警察（月報）
情報管理 照会センター照会 点検結果・報告 廃棄 照会記録点検表（照会センター分）
情報管理 照会センター照会 照会管理（5年） 廃棄 照会歴照会受理簿
情報管理 照会センター照会 照会管理（1年） 廃棄 照会依頼書（Ｙ照会）
情報管理 照会センター照会 照会管理（1年） 廃棄 Ｙ照会管理簿
情報管理 照会センター照会 照会管理（1年） 廃棄 文書照会管理簿
情報管理 照会センター照会 照会管理（1年） 廃棄 照会依頼書（Ｙ照会以外）

情報管理 照会センター照会
出力資料回答書（記載完
了分）

廃棄 出力資料回答書（記載完了分）

情報管理 照会センター照会 出力資料交付簿 廃棄 出力資料交付簿

情報管理 照会センター登録・解除
盗品等手配・解除登録管
理（解除分）

廃棄 盗品等八品目手配（解除）登録管理簿

情報管理 照会センター登録・解除
盗品等手配・解除登録管
理（解除分）

廃棄 盗品等自転車手配（解除）登録管理簿

情報管理 照会センター登録・解除
盗品等手配・解除登録管
理（解除分）

廃棄 盗品等車両手配（解除）登録管理簿

情報管理 照会センター登録・解除 免許連絡 廃棄 盗品等免許証手配・解除連絡書

広報県民 報道機関との連絡調整
広報連絡（報道機関への
情報提供）

廃棄 広報連絡文

広報県民 報道機関との連絡調整
広報連絡（報道機関への
情報提供）

廃棄 幹事社連絡管理簿

広報県民 報道機関との連絡調整 広報日報 廃棄 広報日報
広報県民 報道機関との連絡調整 定例記者懇談会 廃棄 定例記者懇談会
広報県民 報道機関との連絡調整 取材依頼 廃棄 取材依頼

広報県民
広報活動（他に属するもの
を除く。）

申報 廃棄 広報活動状況（○○○）　申報

広報県民
広報活動（他に属するもの
を除く。）

他に属さない１年文書 廃棄 広報誌　熊本県警察以外

広報県民 ホームページの管理 掲載（掲載終了分） 廃棄 ホームページ記事掲載依頼書（掲載終了分)
広報県民 音楽隊の運営 活動管理 廃棄 音楽隊　派遣申請書
広報県民 音楽隊の運営 活動管理 廃棄 音楽隊　勤務日誌
広報県民 音楽隊の運営 活動管理 廃棄 音楽隊　派遣演奏記録簿
広報県民 音楽隊の運営 活動管理 廃棄 音楽隊　活動状況（熊本県警察）
広報県民 音楽隊の運営 定期演奏会 廃棄 音楽隊　定期演奏会（熊本県警察）
広報県民 音楽隊の運営 県外派遣 廃棄 音楽隊　派遣演奏会（他都道府県警察）
広報県民 音楽隊の運営 隊員研修会 廃棄 音楽隊　隊員研修会
広報県民 音楽隊の運営 他県申報 廃棄 音楽隊　活動状況（他都道府県警察）
広報県民 音楽隊の運営 他県申報 廃棄 音楽隊　定期演奏会（他都道府県警察）
広報県民 文書管理 発出・取得した文書の管理 廃棄 収受簿
広報県民 文書管理 発出・取得した文書の管理 廃棄 発出簿
広報県民 文書管理 発出・取得した文書の管理 廃棄 投書受付簿
広報県民 文書管理 発出・取得した文書の管理 廃棄 書留郵便物配付簿

広報県民 文書管理
熊本県文書管理条例対応
（移管簿・廃棄簿を除く。）

廃棄
保存期間満了文書一覧・保存期間延長・廃
棄文書一覧

広報県民 文書管理 他に属さない１年文書 廃棄 行政文書ファイル管理簿（各所属報告分）

広報県民 情報公開
行政文書の開示に係る文
書（請求書の受理、決定
及びその経緯）

廃棄
行政文書の開示に係る文書（請求書の受
理、決定及びその経緯）

広報県民 情報公開
行政文書の任意的開示に
係る文書（申出書の受理、
決定及びその経緯）

廃棄
行政文書の任意的開示に係る文書（申出
書の受理、決定及びその経緯）

広報県民 個人情報保護 開示請求書受理簿 廃棄 開示請求書受理簿（個人情報）

広報県民 個人情報保護
個人情報の開示に係る文
書（請求書の受理、決定
及びその経緯）

廃棄 個人情報の開示に係る文書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

広報県民 個人情報保護 訂正請求書受理簿 廃棄 訂正請求書受理簿

広報県民 個人情報保護
個人情報の訂正に係る文
書（請求書の受理、決定
及びその経緯）

廃棄 個人情報の訂正に係る文書

広報県民 個人情報保護 利用停止請求書受理簿 廃棄 利用停止請求書受理簿

広報県民 個人情報保護
個人情報の利用停止に係
る文書（請求書の受理、決
定及びその経緯）

廃棄 個人情報の利用停止に係る文書

広報県民 個人情報保護 簡易開示実施通知書 廃棄 簡易開示実施通知書
広報県民 個人情報保護 簡易開示受付簿 廃棄 簡易開示受付簿
広報県民 個人情報保護 簡易開示実績報告書 廃棄 簡易開示実績報告書
広報県民 逓送 逓送文書送付・交付簿 廃棄 逓送文書送付・交付簿
広報県民 逓送 逓送授受簿 廃棄 逓送授受簿
広報県民 逓送 逓送文書依頼簿 廃棄 逓送文書依頼簿
広報県民 逓送 逓送文書交付簿 廃棄 逓送文書交付簿
広報県民 印刷 印刷依頼・処理票 廃棄 印刷依頼・処理票
広報県民 印刷 印刷依頼受付簿 廃棄 印刷依頼受付簿

広報県民 被害者支援
被害者支援要員制度・被害
者支援システムの運用管理

廃棄 被害者支援要員運用状況報告書

広報県民 被害者支援
被害者支援要員制度・被害
者支援システムの運用管理

廃棄 アクセス等の権限の変更申請書

広報県民 被害者支援 申報・通報 廃棄 申（通）報

広報県民 犯罪被害給付
犯罪被害者等給付金支給裁
定関係書類（本年度完結分
又は各署保管の照会回答）

廃棄 裁定事案（各事案の事件名）

広報県民 警察安全相談
相談等カード（解決後３年
経過分）

廃棄 相談等カード

広報県民 警察安全相談 相談等管理簿 廃棄 暴力相談受理簿
広報県民 警察安全相談 相談等管理簿 廃棄 相談等受理簿
広報県民 警察安全相談 他機関・団体との連携 廃棄 他機関連絡
広報県民 警察安全相談 申・通報（相談） 廃棄 他都道府県警察通報
留置管理 課の総合運営 申・通報 廃棄 申報
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 一斉点検チェック表
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 留置日報
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 被留置者名簿一覧
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 留置施設使用状況月報
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 医療負担月報
留置管理 課の総合運営 日報・月報 廃棄 護送月報
留置管理 護送・共助 護送関係 廃棄 護送計画書
留置管理 護送・共助 護送関係 廃棄 引き当たり護送計画書
留置管理 護送・共助 共助依頼 廃棄 委託留置(県外共助依頼)
留置管理 護送・共助 共助依頼 廃棄 他都道府県からの護送(護送計画)
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者名簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者出入簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者金品出納簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者反則行為措置簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者診療簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者戒具使用・保護室収容簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者面会簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 被留置者信書発受簿
留置管理 被留置者管理・処遇 留置施設に備えるべき簿冊 廃棄 看守勤務日誌
留置管理 被留置者管理・処遇 留置訓令の運用 廃棄 特別要注意者・問題被留置者カード
生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 申（通）報 廃棄 街頭犯罪対策申報

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 照会・回答 廃棄 地域安全対策照会・回答

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 全国地域安全運動 廃棄 全国地域安全運動

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 年末年始特別警戒活動 廃棄 年末年始の特別警戒活動

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 防犯連絡所活動 廃棄 防犯連絡所活動

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 カギかけ対策 廃棄 カギかけ対策

生活安全
企画

犯罪抑止総合対策 犯罪抑止対策室だより 廃棄 犯罪抑止対策室だより

生活安全
企画

防犯ボランティア団体の指
導・育成・支援

申（通）報 廃棄 申（通）報（繁華街対策）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

生活安全
企画

自転車防犯登録業務 自転車防犯登録 廃棄 自転車防犯登録カード

生活安全
企画

特殊詐欺対策 申（通）報 廃棄 振り込め詐欺対策申（通）報

生活安全
企画

行方不明者 照会管理簿 廃棄 位置情報照会書管理簿

生活安全
企画

行方不明者
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 家出人手配書

生活安全
企画

行方不明者
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 迷い人照会書

生活安全
企画

行方不明者
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 身元不明死体照会書

生活安全
企画

保護 保護カード 廃棄 保護カード

生活安全
企画

自殺統計 年報・月報 廃棄 年報・月報（自殺統計）

生活安全
企画

自殺統計 自殺統計原票 廃棄 自殺統計原票

生活安全
企画

自殺統計 自殺統計原票送付簿 廃棄 自殺統計原票作成送付簿

生活安全
企画

自殺統計 自殺統計原票受理簿 廃棄 自殺統計原票受理簿

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ストーカー事案認知・管理
（解決分）

廃棄 援助申出書受理簿（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ストーカー事案認知・管理
（解決分）

廃棄 ストーカー事案認知（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ストーカー事案認知・管理
（解決分）

廃棄 禁止命令管理簿（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ストーカー事案認知・管理
（解決分）

廃棄 仮命令書管理簿（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ＤＶ事案認知・管理（解決
分）

廃棄 DV事案認知（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ＤＶ事案認知・管理（解決
分）

廃棄 DV事案管理（解決分）

生活安全
企画

人身安全関連事案対策
ＤＶ事案認知・管理（解決
分）

廃棄 保護命令書類（解決分）

生活安全
企画

子ども・女性安全対策 申・（通）報 廃棄 申（通）報

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
「わいせつ・声かけ事案」
報告書

廃棄 「わいせつ・声かけ事案」報告書

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
「わいせつ・声かけ事案」
報告書

廃棄
強姦・強制わいせつ事件発生報告（時効又
は結審分）

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
「わいせつ・声かけ事案」
発生情報

廃棄
情報収集・分析　「わいせつ・声かけ事案」
発生情報

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
「わいせつ・声かけ事案」
発生情報

廃棄 情報収集・分析（報告書・発生情報以外）

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
「わいせつ・声かけ事案」
発生情報

廃棄 強盗・性犯発生情報

生活安全
企画

子ども・女性安全対策 検挙又は指導・警告 廃棄
検挙、指導・警告措置報告書（子ども・女性
安全対策）

生活安全
企画

子ども・女性安全対策
所在調査協力関係（登録
解除分）

廃棄 所在調査協力依頼等管理簿（登録解除分）

尐年 課の総合運営
定期報告（他に属するもの
を除く。）

廃棄
定期報告（年報・半年報・月報）
※警察庁報告

尐年 課の総合運営
申・通報（他に属するもの
を除く。）

廃棄 申・通報

尐年 課の総合運営
尐年補導票（死亡又は成
人分）

廃棄 尐年補導票

尐年 課の総合運営
尐年事案処理簿（死亡又
は成人式）

廃棄 尐年事案処理簿（死亡又は成人分）

尐年 課の総合運営 他に属さない１年文書 廃棄
定期報告（年報・半年報・月報）
※有害環境浄化対策の実施結果報告

尐年 課の総合運営
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 熊本県警察尐年柔道・剣道錬成大会

尐年 尐年事件 報告 廃棄 尐年事件報告綴り

尐年 尐年事件
尐年事件書類作成各種照
会簿

廃棄 尐年氏名照会簿

12 



中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

尐年 尐年事件
尐年事件書類作成各種照
会簿

廃棄 補導日時照会簿

尐年 尐年事件
尐年事件書類作成各種照
会簿

廃棄 グループ照会簿

尐年 尐年事件
尐年事件管理システムの
管理

廃棄 尐年事件管理簿（当月処理）

尐年 尐年事件
尐年事件管理システムの
管理

廃棄 尐年事件管理簿（未処理）

尐年 尐年事件
尐年事件管理システムの
管理

廃棄 尐年事件等処理状況月報

尐年 尐年事件 呼出簿（触法・ぐ犯調査） 廃棄 呼出簿（触法・ぐ犯調査）

尐年 尐年事件
尐年事件処理簿（触法・ぐ犯
調査）（死亡又は成人分）

廃棄
尐年事件処理関係綴り（触法・ぐ犯調査
死亡又は成人分）

尐年 尐年事件
調査主任官指名簿（触法・
ぐ犯調査）

廃棄
調査主任官指名簿（触法・ぐ犯調査　事件
処理終了分）

尐年 尐年事件
触法調査関係事項照会書
受出簿・管理簿

廃棄 触法調査関係事項照会書受出簿

尐年 尐年事件
触法調査関係事項照会書
受出簿・管理簿

廃棄 触法調査関係事項照会書管理簿

尐年 尐年事件
触法調査関係事項照会書
受出簿・管理簿

廃棄 ぐ犯調査関係事項依頼書受出簿

尐年 尐年事件
触法調査関係事項照会書
受出簿・管理簿

廃棄 ぐ犯調査関係事項依頼書管理簿

尐年 尐年事件
身上調査照会書受出簿・
管理簿（触法・ぐ犯調査）

廃棄 身上調査照会書受出簿（触法調査）

尐年 尐年事件
身上調査照会書受出簿・
管理簿（触法・ぐ犯調査）

廃棄 身上調査照会書管理簿（触法調査）

尐年 尐年事件
身上調査照会書受出簿・
管理簿（触法・ぐ犯調査）

廃棄 身上調査依頼書受出簿（ぐ犯調査）

尐年 尐年事件
身上調査照会書受出簿・
管理簿（触法・ぐ犯調査）

廃棄 身上調査依頼書管理簿（ぐ犯調査）

尐年 尐年事件
尐年カード（死亡又は成人
分）

廃棄 尐年カード（死亡又は成人分）

尐年 尐年事件 家庭裁判所、児童相談所送致等簿 廃棄 家庭裁判所、児童相談所送致等簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年事件書類作成送信簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年補導票作成送信簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年事件書類訂正管理簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年補導票訂正管理簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年事件書類削除管理簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年補導票削除管理簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年事件書類審査管理簿

尐年 尐年事件
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 尐年補導票審査管理簿

尐年 福祉犯事件 申・通報 廃棄 通報（他都道府県）福祉犯事件
尐年 福祉犯事件 報告 廃棄 福祉犯事件報告綴り

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

定期報告・県内統計 廃棄 尐年相談（月報）

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

定期報告・県内統計 廃棄 肥後っ子サポート教室（月報）

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

定期報告・県内統計 廃棄 学校警察相互連絡制度（月報）

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

定期報告・県内統計 廃棄 立ち直り支援活動実施結果

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

定期報告・県内統計 廃棄 尐年指導委員活動記録

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

申・通報（複数の小分類に
属するもの）

廃棄 申報（警察署）（行政施策）

尐年
尐年サポートセンター総合
運営

申・通報（複数の小分類に
属するもの）

廃棄 通報（他都道府県）（行政施策）

尐年 街頭補導 街頭補導実施結果報告 廃棄 県下一斉たまり場補導・街頭補導の日
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 尐年補導員委嘱通報書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 尐年補導員名簿
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 解嘱通知書
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 通報カード
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 尐年補導員研修つづり
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 全尐協関係つづり
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 九尐協関係つづり
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 県尐協関係つづり
尐年 尐年警察ボランティア 尐年補導員の管理・研修等 廃棄 地区尐協関係つづり
尐年 尐年警察ボランティア

尐年指導委員の管理・研修
等

廃棄 尐年指導委員名簿

尐年 尐年警察ボランティア
尐年指導委員の管理・研
修等

廃棄 尐年指導委員推薦書

尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の管理・研修等 廃棄 解職通知書（尐年指導委員）
尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の管理・研修等 廃棄 尐年指導委員研修つづり
尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の立入り 廃棄 活動記録表（尐年指導委員）
尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の立入り 廃棄 連絡受理簿（尐年指導委員）
尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の立入り 廃棄 立入り指示書（尐年指導委員）
尐年 尐年警察ボランティア 尐年指導委員の立入り 廃棄 立入り報告書（尐年指導委員）

尐年 学校関係 スクールサポーター 廃棄
スクールサポーター関係（活動計画、会議
出席依頼等）

生活環境 課の総合運営 統計（他に属するものを除く。） 廃棄 統計資料

生活環境 課の総合運営
定期報告（他に属するもの
を除く。）

廃棄 月報（企画指導）

生活環境 課の総合運営
定期報告（他に属するもの
を除く。）

廃棄 年報・月報（指導教養）

生活環境 課の総合運営
指導・教養（他に属するも
のを除く。）

廃棄 教養資料（指導教養）

生活環境 事件指導 申（通）報 廃棄 申報

生活環境 事件指導 捜査共助 廃棄 捜査共助（共助依頼）
生活環境 風俗営業等 行政処分（不利益処分） 廃棄 指示処分（風俗営業）
生活環境 風俗営業等 行政処分（不利益処分） 廃棄 行政処分上申書（風俗営業）

生活環境 風俗営業等
風俗営業（許可）（廃業又
は不許可分）

廃棄 風俗営業許可台帳（廃業・削除分）

生活環境 風俗営業等
風俗営業（許可）（廃業又
は不許可分）

廃棄 返納理由書（風俗営業）（廃業分）

生活環境 風俗営業等
風俗営業（許可）（廃業又
は不許可分）

廃棄 不許可（風俗営業）

生活環境 風俗営業等
風俗営業（許可）（廃業又
は不許可分）

廃棄 風俗営業許可申請（廃業分）

生活環境 風俗営業等 風俗営業（申請） 廃棄 風俗営業各種申請
生活環境 風俗営業等 風俗営業（申請） 廃棄 相続・合併・分割承認申請書（廃業分）
生活環境 風俗営業等 事前相談 廃棄 事前相談
生活環境 風俗営業等 風俗浄化協会 廃棄 管理者講習
生活環境 風俗営業等 遊技機 廃棄 遊技機関係
生活環境 風俗営業等 身分証明書交付 廃棄 身分証明書交付台帳
生活環境 風俗営業等 立入 廃棄 立入調査票つづり

生活環境 風俗営業等 報告 廃棄 月報、年報、半年報

生活環境 風俗営業等 他に属さない1年保存文書 廃棄 身上照会管理簿

生活環境 風俗営業等
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 照会・回答（風俗営業）

生活環境 風俗営業等
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 申（通）報（風俗営業）

生活環境 質屋営業 報告 廃棄 月報、年報、半年報

生活環境 古物営業 許可（廃業又は不許可分） 廃棄 古物営業許可台帳（廃業・削除分）

生活環境 古物営業 他に属さない1年保存文書 廃棄 身上照会書管理簿（古物営業）

生活環境 銃砲刀剣類 申報・通報 廃棄 申報・通報（熊本県警作成分）(銃砲刀剣類)
生活環境 銃砲刀剣類 申報・通報 廃棄 申報・通報（他都道府県警察）(銃砲刀剣類)

生活環境 銃砲刀剣類 申報・通報 廃棄 通報（他機関）(銃砲刀剣類)

生活環境 銃砲刀剣類 年報・年度報・四半期報・月報 廃棄 年報・年度報・四半期報・月報

生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 猟銃等講習修了証明書交付台帳

生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 技能講習修了証明書交付台帳

生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 教習資格認定証交付台帳

生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 年尐射撃資格認定証交付台帳
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 年尐射撃資格講習修了証明書交付台帳
生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 練習資格認定証交付台帳
生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 技能検定申請書
生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 技能検定合格証明書交付台帳
生活環境 銃砲刀剣類 交付台帳 廃棄 猟銃等講習終了証明書交付台帳
生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄 猟銃等講習受講申込書

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄
猟銃等講習会受講申込書
（初心者講習）

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄
講習修了証明書再交付等申請書
（初心者講習）

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄
猟銃等講習会受講申込書
（経験者講習）

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄
講習修了証明書再交付等申請書
（経験者講習）

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄 年尐射撃資格講習受講申込書

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄 技能講習受講申込書

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄 技能講習修了証明書再交付等申請書

生活環境 銃砲刀剣類 講習、検査 廃棄
認知機能検査受検申請書、採点補助用
紙、認知機能検査結果通知書(写し)

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 火薬類譲渡等許可証交付（返納）台帳

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄
猟銃用火薬類譲受許可申請書、猟銃用火
薬類譲渡（受）許可証書換申請書

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄
猟銃用火薬類譲渡許可申請書、猟銃用火
薬類譲渡（受）許可証書換申請書

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 猟銃用火薬類等消費許可申請書

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 猟銃用火薬類輸入許可申請書、輸入届
生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 猟銃用火薬類無許可譲受票交付（返納）台帳

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 火薬類譲受許可申請書
生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 火薬類譲渡許可申請書
生活環境 銃砲刀剣類 猟銃用火薬類の許可管理 廃棄 猟銃用火薬類輸入許可申請書
生活環境 銃砲刀剣類 銃砲刀剣類等の発見（拾得） 廃棄 銃砲刀剣類発見届出書
生活環境 銃砲刀剣類 銃砲刀剣類等の発見（拾得） 廃棄 銃砲刀剣類発見登録通知書

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類等の発見（拾
得）

廃棄
銃砲刀剣類発見届出（任意提出）受理簿、
古式銃砲・刀剣類発見拾得届、調査票等

生活環境 銃砲刀剣類 銃砲等の保管廃棄処分等処理簿 廃棄 銃砲等の保管廃棄処分等処理簿

生活環境 銃砲刀剣類 登録カード 廃棄 銃砲刀剣類登録カード

生活環境 銃砲刀剣類 登録カード 廃棄 通報用登録カード
生活環境 銃砲刀剣類 身上照会書等管理簿 廃棄 身上照会書等管理簿（銃砲刀剣類許可関係）

生活環境 銃砲刀剣類 許可証等受払簿 廃棄 許可証等受払簿

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲所持許可申請等審査管
理簿

廃棄 銃砲所持許可申請等審査管理簿

生活環境 銃砲刀剣類 猟銃等更新予定者名簿 廃棄 猟銃等更新予定者名簿

生活環境 銃砲刀剣類 銃砲刀剣類関係の相談 廃棄 相談受理簿

生活環境 銃砲刀剣類 不適格者排除 廃棄
照会履歴照会書、照会履歴照会等調査結
果報告書

生活環境 銃砲刀剣類 不適格者排除 廃棄 調査･報告（不適格者排除）

生活環境 銃砲刀剣類 不適格者排除 廃棄 欠格疑義通報

生活環境 銃砲刀剣類
行政処分上申書等（不利
益処分）

廃棄 行政処分上申書（銃砲刀剣類所持許可）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄
教習資格認定申請書、審査票、調査書（返
納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄
年尐射撃資格認定申請書、審査票、調査
書（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄 年尐射撃資格者（管理者）管理票（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄
銃砲刀剣類所持許可証等返納届出書（返
納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄 許可事項抹消申請書（返納分）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄 銃砲所持許可台帳（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（本年許可証等
返納分又は本部控）

廃棄 許可申請等の写し（本部控え）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄 猟銃所持者カード（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄 銃砲刀剣類所持許可申請書（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄 猟銃等所持許可更新申請書（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄 銃砲刀剣類所持許可証書換申請書

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄 銃砲刀剣類所持許可証再交付申請書

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄
銃砲刀剣類所持許可申請に対する調査書
（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄
猟銃等所持許可更新申請に対する調査書
（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類
銃砲刀剣類所持許可申請
等の管理（許可証等返納
分又は本部控）

廃棄
射撃教習（練習）資格認定申請に対する調
査書（返納分）

生活環境 銃砲刀剣類 銃砲一斉検査 廃棄
銃砲検査調査表、銃砲検査補充調査表（警
察官聴取用）

生活環境 危険物対策 年報・年度報・四半期報・月報 廃棄 年報・年度報・四半期報・月報

生活環境 危険物対策 照会・調査・回答 廃棄 照会・調査・回答（危険物）

生活環境 危険物対策 火薬類立入検査 廃棄 火薬類立入実施票

生活環境 危険物対策 不発弾の発見、処理 廃棄 不発弾発見報告書、不発弾処理要請書

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄
火薬類運搬届、運搬計画表、火薬類運搬
証明書（控え含む）

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄 運搬証明書交付（返納）台帳

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄
放射性同位体等運搬届出書、運搬届処理
簿、運搬指示書、運搬通知等

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄
感染症（特定病原体等）に関する運搬届出書、
運搬届処理簿、運搬指示書、運搬通知等

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄
化学兵器（特定物質等）に関する運搬届出書、
運搬届処理簿、運搬指示書、運搬通知等

生活環境 危険物対策 運搬届出の管理 廃棄 火薬類運搬証明書

生活環境 危険物対策
他機関からの通報（本年
廃業又は期間満了分）

廃棄
他機関からの通報(危険物対策)（廃業又は
期間満了分）

生活環境 危険物対策
他機関からの通報（廃業
又は期間満了分）

廃棄
武器猟銃等の製造販売等事業者通報（廃
業・廃止分）

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄
警備員指導教育責任者（機械警備業務管
理者）講習受講申込書

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄
警備員指導教育責任者（機械警備業務管
理者）講習修了証明書再交付申請書

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄
警備員指導教育責任者（機械警備業務管
理者）資格者証交付申請書

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄
警備員指導教育責任者（機械警備業務管
理者）資格者証書換え申請書

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄
警備員指導教育責任者（機械警備業務管
理者）資格者証再交付申請書

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 検定申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 合格証再交付申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 合格証書換え申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 成績証明書書換え申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 成績証明書再交付申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 合格証明書交付申請書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 合格証明書再交付申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 合格証明書書換え申請書
生活環境 警備業 申請・届出（個人関係） 廃棄 旧検定に合格した者に対する審査の申請書
生活環境 警備業 立入検査 廃棄 立入検査実施結果報告書（警備業）
生活環境 警備業 年報・月報・随時報告 廃棄 年報・月報（警備業）
生活環境 警備業 受理番号指定記録簿 廃棄 受理番号指定記録簿
生活環境 警備業 申請書等審査管理 廃棄 警備業関係申請書等受理簿
生活環境 警備業 申請書等審査管理 廃棄 警備業関係申請書等処理簿
生活環境 警備業 身上照会書管理簿 廃棄 警備業関係身上（前科）照会書管理簿
生活環境 警備業 照会原票 廃棄 照会原票（警備業）
生活環境 警備業 照会原票の管理 廃棄 照会原票作成送付簿（警備業）
生活環境 警備業 照会原票の管理 廃棄 照会原票受理簿（警備業）
生活環境 警備業 関係通報（廃業分又は本部控え） 廃棄 警備業関係通報受理簿
生活環境 警備業 入力・出力資料管理簿（記載終了分） 廃棄 入力資料管理簿（警備業）
生活環境 警備業 入力・出力資料管理簿（記載終了分） 廃棄 出力資料管理簿（警備業）
生活環境 探偵業 立入検査 廃棄 立入検査（探偵業）
生活環境 探偵業 年報・月報・随時報告 廃棄 年報・月報（探偵業）
生活環境 探偵業 照会管理簿 廃棄 照会管理簿（探偵業）

生活環境 探偵業
入力資料管理簿（記載終
了分）

廃棄 入力資料管理簿（探偵業）

地域 課の総合運営
申（通）報（鉄道警察に関
するものを除く。）

廃棄
申（通）報（鉄道警察隊に関するものを除
く。）

地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 勤務日誌（交番・駐在所等）
地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 指示・引継簿　（現・「指示・点検簿」）

地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄
地域警察官活動実績表
　（現・「地域警察官活動時間集計表」）

地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 月間活動計画表（交番・駐在所等）
地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 勤務パターン表（交番・駐在所等）
地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 情報報告書
地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 地域警察体制表
地域 業務指導・管理 地域警察官の勤務状況・活動管理 廃棄 地域指示簿

地域 業務指導・管理 巡回指導 廃棄
巡回指導結果報告書
巡回指導チェック表

地域 業務指導・管理 巡回指導 廃棄
巡回指導等計画表
巡回指導等結果表

地域 業務指導・管理 巡回指導 廃棄
携帯電話使用承認簿
　（現・「携帯電話機の携帯・使用申請書」）

地域 業務指導・管理 事件管理 廃棄
事件記録索引簿
　（現・「捜査書類管理簿：甲」）

地域 業務指導・管理 事件管理 廃棄
捜査書類管理簿
　（現・「捜査書類管理簿：乙・丙」）

地域 業務指導・管理 事件管理 廃棄
地域警察事件管理簿
　（現・「検挙事件管理票」）

地域 業務指導・管理 巡回連絡・生活安全センター活動管理 廃棄 巡回連絡年間実施計画表
地域 業務指導・管理 巡回連絡・生活安全センター活動管理 廃棄 巡回連絡推進状況管理表
地域 鉄道警察運営 申（通）報 廃棄 申（通）報（鉄道警察隊に関するもの。）
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 鉄道警察隊活動実績表
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 鉄道警察隊活動月報
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 列車警乗実施結果報告書
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 鉄道警察隊事案取扱い報告書
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 鉄道警察隊日誌
地域 鉄道警察運営 鉄道警察隊運営 廃棄 鉄道警察隊勤務日誌
通信指令 課の総合運営 調査・回答 廃棄 調査・報告・照会・回答（警察庁・管区）
通信指令 課の総合運営 勤務日誌 廃棄 勤務日誌（通信指令）
通信指令 通信指令システム 報告・調査・回答等 廃棄 運用管理調査・回答（警察庁・他県等）
通信指令 通信指令システム 緊急照会 廃棄 通話元照会
通信指令 活動・教育・訓練 内部事務通達 廃棄 通信指令技能競技会
通信指令 活動・教育・訓練 技能検定 廃棄 技能検定制度

通信指令 活動・教育・訓練 訓練 廃棄 緊急配備訓練

通信指令 活動・教育・訓練 １１０番の日 廃棄 １１０番の日
通信指令 屋上ヘリポート管理 屋上ヘリポートの管理 廃棄 屋上ヘリポート
通信指令 航空隊 業務・運行管理 廃棄 運用状況
通信指令 航空隊 航空安全活動記録 廃棄 航空安全業務
通信指令 航空隊 勤務日誌 廃棄 勤務日誌（航空隊）
通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線機器等点検・引継簿
通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線機器等出納簿
通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線機器等借用申請書
通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線機器等貸出簿
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線機器等整備申請書
通信指令 無線機 無線機の管理 廃棄 無線業務日誌
サイバー
犯罪対策

課の総合運営 申（通）報 廃棄 通報（他都道府県警察：事件）（サイバー）

サイバー
犯罪対策

課の総合運営 申（通）報 廃棄 通報（他都道府県警察：一般）（サイバー）

サイバー
犯罪対策

指導・教養・研修 指導・教養・研修 廃棄 サイバー犯罪対策通報

サイバー
犯罪対策

指導・教養・研修 指導・教養・研修 廃棄 サイバーニュース

サイバー
犯罪対策

捜査支援 解析要請・派遣要請 廃棄 解析要請書（サイバー）

サイバー
犯罪対策

捜査支援 解析要請・派遣要請 廃棄 派遣要請書（サイバー）

刑事企画 部・課総合運営 指定司法警察員（記載全員解除分） 廃棄 司法警察員名簿
刑事企画 部・課総合運営 指定司法警察員（記載全員解除分） 廃棄 司法警察員指定申請書
刑事企画 部・課総合運営 指定司法警察員（記載全員解除分） 廃棄 司法警察員指定書

刑事企画 部・課総合運営
執務・教養資料（不要決定
分）

廃棄 企画指導だより

刑事企画 部・課総合運営
執務・教養資料（不要決定
分）

廃棄 刑事企画課速報

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 本部要指導事件報告書（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 本部要指導事件指導簿（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 本部長事件指揮簿（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 署長事件指揮簿（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 本部長報告事件簿（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理
事件指揮・報告・管理（時
効ま又は結審分）

廃棄 犯罪事件指揮簿（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理 捜査本部管理 廃棄 重要事件等捜査本部編成表（時効又は結審分）

刑事企画 重要事件管理 捜査本部管理 廃棄 捜査本部日誌（時効又は結審分）
刑事企画 重要事件管理 捜査本部管理 廃棄 容疑者名簿（時効又は結審分）
刑事企画 一般事件管理 事件速報・管理 廃棄 事件速報・管理簿
刑事企画 一般事件管理 事件受理 廃棄 犯罪事件受理簿（時効又は結審分）
刑事企画 一般事件管理 事件処理 廃棄 犯罪事件処理簿
刑事企画 一般事件管理 呼出管理 廃棄 呼出簿
刑事企画 一般事件管理 令状等請求 廃棄 令状請求簿
刑事企画 一般事件管理 証拠物件管理 廃棄 証拠物件管理簿
刑事企画 一般事件管理 証拠物件管理 廃棄 証拠物件出納簿
刑事企画 一般事件管理 証拠物件管理 廃棄 当直証拠物件取扱簿
刑事企画 一般事件管理 証拠物件等保存簿（事件終結分） 廃棄 証拠物件保存簿（時効又は結審分）
刑事企画 一般事件管理 証拠物件等保存簿（事件終結分） 廃棄 鑑定資料保存簿（時効又は結審分）
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 照会書等受領書
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 捜査関係事項照会書受出簿
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 捜査関係事項照会書管理簿
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 身上調査照会書管理簿
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 身上調査照会書受出簿
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 前科照会書受出簿
刑事企画 一般事件管理 各種捜査関係照会管理 廃棄 前科照会書管理簿

刑事企画 一般事件管理 資料管理 廃棄 捜査資料保管状況点検表

刑事企画 一般事件管理 捜査主任官管理（異動・退職者分） 廃棄 捜査主任官指名簿
刑事企画 一般事件管理 被害者連絡（終了分） 廃棄 被害者連絡経過票（検挙解決又は時効分）
刑事企画 一般事件管理 微罪処分 廃棄 微罪処分決裁書
刑事企画 捜査情報 捜査情報（利用） 廃棄 捜査情報閲覧申請管理簿
刑事企画 捜査情報 捜査情報（登録） 廃棄 犯歴補助入力帳票送付簿
刑事企画 捜査情報 捜査情報（照会依頼・回答） 廃棄 捜査情報（照会依頼・回答）（クレジット照会関係）

刑事企画 捜査情報 捜査情報（照会依頼・回答） 廃棄 捜査情報（照会依頼・回答）（生命保険関係）
刑事企画 捜査情報 犯罪利用携帯電話等 廃棄 犯罪利用携帯電話等
刑事企画 捜査情報 犯罪利用預金口座等 廃棄 犯罪利用預金口座等
刑事企画 捜査協力 報償費 廃棄 報償上申・副申書
刑事企画 告訴・告発 告訴・告発の管理（相談） 廃棄 告訴・告発相談簿
刑事企画 告訴・告発 告訴・告発の管理（受理） 廃棄 告訴・告発事件受理簿
刑事企画 公判対応・司法制度改革 事件記録・証拠品受領 廃棄 事件記録証拠品送致票
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

刑事企画 情報分析支援システム
情報分析支援システム照
会管理

廃棄
照会・出力資料管理簿（情報分析支援シス
テム）

刑事企画 情報分析支援システム
情報分析支援システム照
会管理

廃棄
個人照会等利用状況報告書（情報分析支
援システム）

刑事企画 情報分析支援システム
情報分析支援システム出
力管理

廃棄
出力資料交付（保管）管理簿（情報分析支
援システム）

刑事企画
自動車ナンバー自動読取
システム

申請 廃棄 検索申請管理簿

刑事企画
自動車ナンバー自動読取
システム

申請 廃棄 検索申請書

刑事企画
自動車ナンバー自動読取
システム

申請 廃棄 検索申請受理管理簿

刑事企画 捜査共助・手配 解除 廃棄 指名手配身柄措置つづり
刑事企画 犯罪統計 くまもとの犯罪 廃棄 くまもとの犯罪（統計資料原稿）

刑事企画 犯罪統計 他に属さない１年文書 廃棄 全国犯罪統計資料

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 刑法犯認知情報票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 刑法犯検挙情報票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 刑法犯被疑者情報票（成人）作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 刑法犯被疑者情報票（尐年）作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 特別法犯検挙情報票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 特別法犯被疑者情報票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 押収物件情報票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 薬物関係被疑者補助票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 他機関引継被疑者補助票作成送信簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 移送元原票処理状況表（認知票）

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 移送元原票処理状況表（検挙票）

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 移送先原票処理状況表（認知票）

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 移送先原票処理状況表（検挙票）

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 犯罪統計原票訂正・削除・枚数審査管理簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 調査票送付書

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 調査票作成送付（送信）簿

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 未リンク被疑者情報票リスト

刑事企画 犯罪統計
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 暴力団事件作成送信リスト

刑事企画 手口 事件通報 廃棄 事件通報
刑事企画 手口 手口情報照会 廃棄 手口情報照会
刑事企画 手口 参考通報 廃棄 参考通報
刑事企画 手口 削除月報 廃棄 被害記録削除月報
刑事企画 手口 ダイヤルメール情報 廃棄 ダイヤルメール情報
捜査第一 性犯罪捜査指導 性犯罪に関する相談 廃棄 性犯罪事件相談受理簿
捜査第一 特殊・化学 他に属さない１年文書 廃棄 火災保険加入状況照会書
捜査第一 検視・死体解剖 熊本県警察嘱託医 廃棄 嘱託医（委嘱・解職上申書、名簿）
捜査第一 盗犯 広域・組織窃盗 廃棄 的割り捜査登録つづり
捜査第一 盗犯 広域・組織窃盗 廃棄 装備資機材管理簿
捜査第一 盗犯 盗犯管理 廃棄 被害品速報盗品等手配解除月報

捜査第二
知能犯（選挙、特殊詐欺を除
く。）

各種情報 廃棄 知能犯情報

捜査第二
知能犯（選挙、特殊詐欺を除
く。）

１年以上の保存を要しない文
書

廃棄 余罪照会

組織犯罪
対策

情報収集・分析 執務・教養資料 廃棄 組織犯罪対策統括官通報
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

組織犯罪
対策

暴力団排除
照会・回答・通報（文書回
答）

廃棄 暴力団排除に係る照会・回答

組織犯罪
対策

暴力団対策補運用 中止命令 廃棄 中止命令一件書類

組織犯罪
対策

外郭団体の指導、支援 暴追センター活動資料 廃棄 暴追センター活動資料

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 情報資料 廃棄 情報報告書綴り

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 情報資料 廃棄 資料管理簿

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 情報資料 廃棄 再登録資料管理簿

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 月報 廃棄 構成員等登録状況（月報）

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 登録管理簿 廃棄 住民票登録管理簿

組織犯罪
対策

暴力団関係資料管理 登録管理簿 廃棄 前科登録管理簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 出力資料回答書 廃棄 出力資料回答書

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 照会管理（処理・依頼） 廃棄 照会処理簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 照会管理（処理・依頼） 廃棄 照会依頼書

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理
照会管理（処理・依頼を除
く。）

廃棄 照会記録簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理
照会管理（処理・依頼を除
く。）

廃棄 出力資料交付簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理
照会管理（処理・依頼を除
く。）

廃棄 出力資料受領書

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 送信管理ファイル

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 発信原票処理簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 受信処理簿

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 受信管理ファイル（B）

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 受信管理ファイル（D）

組織犯罪
対策

警察庁暴力団情報管理 送受信管理 廃棄 受信管理ファイル（E）

組織犯罪
対策

暴力団等犯罪取締・捜査
指導

調査・報告 廃棄 検挙報告綴

組織犯罪
対策

暴力団等犯罪取締・捜査
指導

調査・報告 廃棄 着手事件・捜索予定報告綴り

組織犯罪
対策

薬物犯罪取締・捜査指導 検挙報告 廃棄 薬銃事件検挙報告綴り

組織犯罪
対策

薬物犯罪取締・捜査指導 検挙報告 廃棄 薬銃事件着手前報告

鑑識 課の総合運営 鑑識関係統計 廃棄 鑑識関係統計（活動状況等集計表）
鑑識 課の総合運営 現場鑑識活動月報（各署報告分） 廃棄 現場鑑識活動状況（各種月報）

鑑識 課の総合運営
警察庁報告（他に属するも
のを除く。）

廃棄 鑑識業務本庁定期報告

鑑識 課の総合運営
調査・照会・回答・報告（他
に属するものを除く。）

廃棄 調査・照会・回答・報告

鑑識 課の総合運営
申（通）報（他に属するもの
を除く。）

廃棄 申報

鑑識 課の総合運営
会議（他に属するものを除
く。）

廃棄 本庁・管区主催会議研究会

鑑識 課の総合運営
会議（他に属するものを除
く。）

廃棄 鑑識・科学捜査担当者会議

鑑識 課の総合運営
鑑識技能検定（合格者名
簿を除く。）

廃棄 鑑識技能検定（初級）

鑑識 課の総合運営
鑑識技能検定（合格者名
簿を除く。）

廃棄 刑事任用科鑑識検定（指足上級）

鑑識 課の総合運営 教養・研修会 廃棄 法科学研修所教養
鑑識 課の総合運営 教養・研修会 廃棄 本庁主催専科教養

20 



中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

鑑識 課の総合運営 教養・研修会 廃棄 指導・教養・研修
鑑識 課の総合運営 教養・研修会 廃棄 鑑識技術研究会
鑑識 課の総合運営 教養・研修会 廃棄 捜査用似顔絵講習会
鑑識 課の総合運営 執務資料（他に属するものを除く。） 廃棄 鑑識ニュース
鑑識 課の総合運営 執務資料（他に属するものを除く。） 廃棄 刑事部報（鑑識速報）
鑑識 現場鑑識 警察犬出動要請書 廃棄 警察犬出動要請書
鑑識 現場鑑識 嘱託警察犬（指導士台帳を除く。） 廃棄 嘱託警察犬審査会・委嘱式
鑑識 現場鑑識 嘱託警察犬（指導士台帳を除く。） 廃棄 嘱託警察犬訓練競技会
鑑識 写真鑑識 画像処理管理 廃棄 画像処理依頼書
鑑識 写真鑑識 画像処理結果管理 廃棄 画像処理結果報告書
鑑識 写真鑑識 現場写真集中処理（フィルム関係） 廃棄 写真業務処理委託票（写真作成依頼書）
鑑識 写真鑑識 現場写真集中処理（フィルム関係） 廃棄 現場写真処理簿
鑑識 被疑者写真 被疑者写真出力資料管理 廃棄 被疑者写真照会簿
鑑識 機動鑑識 現場管理 廃棄 現場臨検簿
鑑識 機動鑑識 現場管理 廃棄 現場鑑識結果報告書
鑑識 機動鑑識 関係記録引継書 廃棄 現場関係記録引継簿

鑑識 指紋
システム個人情報入出力
管理

廃棄 個人情報入力資料管理簿（記載完了分）

鑑識 指紋
システム個人情報入出力
管理

廃棄 個人情報出力資料管理簿（記載完了分）

鑑識 指紋 システム管理 廃棄 入退室管理簿
鑑識 指紋 システム管理 廃棄 端末装置使用管理簿
鑑識 指紋 システム管理 廃棄 指掌紋情報システム関係
鑑識 指紋 氏名照会 廃棄 氏名照会

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 漢字氏名等報告書

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 漢字氏名等訂正事項報告書

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 死亡通知書

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 訂正事項通知書

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 犯歴番号連絡書

鑑識 指紋
指掌紋資料に関する定型
通知・報告関係

廃棄 異名発見連絡

鑑識 指紋 指掌紋資料業務関係 廃棄 指掌紋資料送付書
鑑識 指紋 指掌紋資料業務関係 廃棄 光磁気ディスク処理簿
鑑識 指紋 指掌紋資料業務関係 廃棄 指紋記録出力（依頼・送付）

鑑識 指紋
捜査情報登録（登録原票
を除く。）

廃棄 入力帳票送付書

鑑識 指紋
捜査情報登録（登録原票
を除く。）

廃棄 登録処理票

鑑識 指紋
捜査情報登録（登録原票
を除く。）

廃棄 登録確認通知

鑑識 指紋 警察証明関係 廃棄 発給処理簿
鑑識 指紋 警察証明関係 廃棄 申請書
鑑識 指紋 指掌紋システム発見報告 廃棄 県指紋システム発見報告
鑑識 指紋 指掌紋システム発見報告 廃棄 国指紋システム発見報告
鑑識 指紋 指掌紋システム発見報告 廃棄 掌紋システム発見報告
鑑識 指紋 他に属さない１年文書 廃棄 指紋情報システム日報

鑑識 足痕跡
被疑者足痕跡送付・受理・
対照

廃棄 被疑者足跡等送付簿

鑑識 足痕跡 現場足痕跡広域照会 廃棄 遺留足跡等照会処理簿
鑑識 足痕跡 被疑者足痕跡広域照会 廃棄 被疑者足跡等照会処理簿
鑑識 足痕跡 履物底写真収集 廃棄 履物底写真票作成処理簿
科学捜査
研究

物理 実包保管 廃棄 実包保管簿

科学捜査
研究

物理 保管銃使用簿 廃棄 保管銃使用簿

機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 捜査応援要請書
機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 勤務日誌
機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 勤務引継簿
機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 検挙報告・捜査情報報告
機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 業務管理簿
機動捜査 隊の総合運営 活動管理 廃棄 時間帯別出動件数

交通企画 部･課の総合運営
会議(他に属するものを除
く。）

廃棄 交通関係会議（県下交通担当課長等会議）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通企画 部･課の総合運営 申（通）報 廃棄
申報（警察庁・九州管区警察局・都道府県
警察・各隊・警察署）

交通企画 部･課の総合運営 申（通）報 廃棄 申（通）報　　（本庁・管区・他県）

交通企画 部･課の総合運営 申（通）報 廃棄
申（通）報　県内　（各署一般・春・秋運動年
末年始・県民運動・その他）

交通企画 安全運転管理者 法定講習（受講申込書） 廃棄 法定講習（受講申込書）
交通企画 安全運転管理者 安全運転管理者等届出(解任分） 廃棄 安全運転管理者等届出(解任分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄 自動車運転代行業者関係（廃業分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
指示に関する通知書（自動車運転代行業
行政処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
認定取消に関する協議書（自動車運転代
行業行政処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
営業停止命令に関する協議書、営業廃止命令
に関する協議書（自動車運転代行業行政処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
行政処分上申書（自動車運転代行業行政
処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
認定取消処分通知書（自動車運転代行業
行政処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄 指示書（自動車運転代行業行政処分）

交通企画 自動車運転代行業
認可又は不利益処分の決定
及びその経緯（認定及び変
更の届出、処分の決定等）

廃棄
営業停止命令書、営業廃止命令書（自動車
運転代行業行政処分）

交通企画 自動車運転代行業 管理・記録 廃棄 身上照会書管理簿（自動車運転代行関係様式）

交通企画 自動車運転代行業 管理・記録 廃棄 前科照会書管理簿（自動車運転代行関係様式）

交通企画 自動車運転代行業 管理・記録 廃棄 認定証等送付記録簿
交通企画 自動車運転代行業 管理・記録 廃棄 申請書等受理番号記録簿
交通企画 自動車運転代行業 手数料徴収 廃棄 手数料徴収簿

交通企画 交通事故防止対策
交通死亡事故発生に伴う
抑止対策

廃棄
交通死亡事故再発防止対策実施計画･実
施結果

交通企画 統計・分析 交通事故統計 廃棄 交通死亡事故分析・発生状況（警察庁）
交通企画 統計・分析 交通事故統計 廃棄 交通事故分析・発生状況（警察庁）
交通企画 統計・分析 交通事故統計 廃棄 交通事故分析（管区）
交通企画 緊急自動車等管理 緊急自動車等申請（指定書返納分） 廃棄 緊急自動車等届出申請書
交通企画 緊急自動車等管理 緊急自動車等申請（指定書返納分） 廃棄 緊急自動車等記載事項変更届
交通企画 緊急自動車等管理 緊急自動車等申請（指定書返納分） 廃棄 緊急自動車等指定申請書
交通企画 緊急自動車等管理 緊急自動車等申請（指定書返納分） 廃棄 緊急自動車等返納申請書
交通企画 緊急自動車等管理 緊急自動車等申請（指定書返納分） 廃棄 緊急自動車等再交付申請書
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 春の全国交通安全運動
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 秋の全国交通安全運動
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 秋の交通安全県民大会
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 年末年始の交通事故防止運動関係
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 「ひのくにピカピカ＆ライトアップ運動」関係
交通企画 安全運動 安全運動 廃棄 新入学期における交通事故防止対策
交通企画 地域交通安全活動推進委員 報告 廃棄 地域交通安全活動推進委員

交通企画
地域交通安全活動推進委
員

役員会・総会関係 廃棄
地域交通安全活動推進委員　役員会・総
会・会長研修会・表彰

交通企画 地域交通安全活動推進委員 他に属さない１年文書 廃棄 地活員の委嘱状(写)・身分証(写)綴り

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 飲酒運転根絶啓発強化期間関係綴り

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 飲酒運転追放「ハンドルキーパー運動」綴り

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 スタントマンを活用した自転車交通安全教室

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 老人福祉施設における交通安全教育関係

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 雨天時前照灯点灯による交通事故抑止対策

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄 シルバースクランブルコール

交通企画 安全教育・啓発
個別対策（県警主体で推
進する対策）

廃棄
シルバードライビングスクール・シルバー
ガード関係
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通企画 安全事業 個別対策（事業者に委託する対策） 廃棄
歩行者教育システムを活用した交通安全教
育事業

交通企画 安全事業 個別対策（事業者に委託する対策） 廃棄 安全・あんしんサポート事業
交通企画 安全事業 個別対策（事業者に委託する対策） 廃棄 高齢ドライバーサポート事業
交通企画 安全事業 個別対策（事業者に委託する対策） 廃棄 高齢者交通安全意識啓発デリバリー事業

交通企画 安全活動 調査・回答 廃棄
歩行者用反射材普及活動等調査・反射材
活用関係

交通企画 安全活動 調査・回答 廃棄 後部座席ベルト着用対策・四半期報告
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県交通安全推進連盟通常総会資料
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県交通安全母の会
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県トラック協会関係綴り
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県トラックドライバーコンテスト
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県自動車販売店協会
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 ＪＡ共済連交通事故対策活動
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 ＪＡ共済連交通安全ポスターコンクール
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 親と子の交通安全ミュージカル
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 交通安全子供自転車熊本県大会
交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 熊本県二輪車安全運転大会

交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄
自転車利用に伴う安全指導及び自転車安
全整備制度関係

交通企画 安全活動 関係機関・団体との連絡調整 廃棄 子供自転車全国大会関係視察関係

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

不利益処分（指示・命令） 廃棄 道路交通法令違反通知書

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

通常取締りに関する検討
資料

廃棄 交通指導取締り管理簿

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

通常取締りに関する検討
資料

廃棄 速度違反取締りカード

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

通常取締りに関する検討
資料

廃棄 定置式速度違反取締り実施状況報告

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

通常取締りに関する検討
資料

廃棄 交通指導課関係業務推進状況

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

特別取締りに関する方針・
要領等

廃棄 全国一斉車両検問関係

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

特別取締りに関する方針・
要領等

廃棄 全国一斉飲酒取締り

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

特別取締りに関する方針・
要領等

廃棄 飲酒運転取締り強化期間

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

月報 廃棄 交通違反集計月報

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

月報 廃棄 本庁集計月報

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 重量測定装置の定期点検結果

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 日誌

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 使用簿

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 記録簿

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 台帳

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 管理表

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 受払簿

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

取締り用装備資機材管理(管
理簿・定期点検通知を除く。)

廃棄 資機材管理簿

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

定例報告 廃棄 特異事案報告書

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

定例報告 廃棄 交通法令違反逮捕報告書

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

定例報告 廃棄 交通違反日報

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

システムの管理運用 廃棄 自速機捜査嘱託連絡票

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

システムの管理運用 廃棄 速度違反自動取締装置運用状況報告書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

システムの管理運用 廃棄 最高速度違反管理システム帳票つづり

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

システムの管理運用 廃棄 過積載管理システム帳票つづり

交通指導
指導取締り（駐車違反取
締りを除く。）

他に属さない１年文書 廃棄 飲酒運転実態調査票

交通指導 受傷事故防止 対策情報 廃棄 受傷事故防止対策
交通指導 受傷事故防止 現場点検表 廃棄 現場点検表
交通指導 受傷事故防止 申（通）報 廃棄 受傷事故防止申報
交通指導 切符管理 切符管理簿（丙） 廃棄 切符管理簿（丙）
交通指導 切符管理 切符受払簿（甲・乙） 廃棄 切符受払簿（甲）
交通指導 切符管理 切符受払簿（甲・乙） 廃棄 切符受払簿（乙）

交通指導 切符管理 交通法令違反事件簿 廃棄
交通法令違反事件簿（様式１０，１１，１２）
【移送】

交通指導 切符管理 交通法令違反事件簿 廃棄 交通関係事件管理簿
交通指導 切符管理 交通法令違反事件簿 廃棄 交通関係事件捜査状況簿
交通指導 切符管理 違反切符事件簿 廃棄 告知報告書・交通法令違反事件簿
交通指導 切符管理 切符送付書 廃棄 切符送付書
交通指導 切符管理 切符誤記報告 廃棄 切符誤記等報告書
交通指導 反則切符処理・審査等 交通反則公示通告 廃棄 公示通告
交通指導 反則切符処理・審査等 不通告該当事案 廃棄 不通告事件一覧表
交通指導 反則切符処理・審査等 不通告該当事案 廃棄 不送致事件一覧表

交通指導 通告
通告手続（尐年反則指示
通知書を除く。）

廃棄 通告書交付嘱託事件簿

交通指導 通告 納付管理 廃棄 徴収決議書・内訳書
交通指導 通告 納付管理 廃棄 現金送付受付簿
交通指導 通告 納付管理 廃棄 放置駐車反則金納付データリスト
交通指導 通告 運用状況 廃棄 業務日誌・窓口業務日誌
交通指導 通告 運用状況 廃棄 業務日誌月報、年報
交通指導 通告 運用状況 廃棄 月報つづり（１～１２月分）
交通指導 通告 尐年反則指示通知書 廃棄 指示納付、不納府回答簿
交通指導 所在不明捜査 捜査手配連絡 廃棄 特別手配
交通指導 所在不明捜査 捜査手配連絡 廃棄 捜査・処罰手配連絡簿
交通指導 所在不明捜査 捜査手配連絡 廃棄 捜査処罰手配抹消票綴
交通指導 不納付事件送致 送致事件簿 廃棄 交通法令違反事件簿
交通指導 不納付事件送致 送致事件簿 廃棄 送致事件登録簿
交通指導 不納付事件送致 送致事件簿 廃棄 反則事件移送簿
交通指導 不納付事件送致 送致事件簿 廃棄 告知書受領拒否事件
交通指導 不納付事件送致 送致事件簿 廃棄 否認事件
交通指導 不納付事件送致 即決裁判 廃棄 即決呼び出し簿
交通指導 不納付事件送致 即決裁判 廃棄 交通法令違反事件簿（即決）①、②
交通指導 反則金還付事案 反則金還付事案 廃棄 反則金還付事案
交通指導 駐車違反取締 ガイドライン 廃棄 ガイドラインの見直し
交通指導 駐車違反取締 確認標章 廃棄 放置駐車違反情報連絡票
交通指導 駐車違反取締 確認標章 廃棄 確認標章受払簿（○）○○用
交通指導 駐車違反取締 確認標章 廃棄 手書き用確認標章使用状況管理簿

交通指導 駐車違反取締 確認標章 廃棄
放置車両確認標章（控え）～処理結果「取
付措置」

交通指導 駐車違反取締 確認標章 廃棄
放置車両確認標章（控え）～処理結果「取
付措置以外」

交通指導 駐車違反取締 定期報告等 廃棄 放置車両確認業務日報
交通指導 駐車違反取締 定期報告等 廃棄 確認標章点検報告書
交通指導 駐車違反取締 定期報告等 廃棄 月報等報告書（放置駐車関係）
交通指導 放置違反金 弁明通知 廃棄 弁明通知書（写）
交通指導 放置違反金 弁明通知 廃棄 弁明対象者リスト

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄
公示納付命令対象者リスト/放置違反金公
示納付命令書

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄 放置違反金納付命令書(写）
交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄 （放置違反金）納付命令対象者リスト

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄
公示納付命令対象者リスト/放置違反金公
示納付命令書

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄 放置違反金納付命令取消（兼）還付通知書

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄
放置違反金還付通知書/取消通知書/取消
（兼）還付通知書

交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄 放置違反金（仮納付）返還通知書
交通指導 放置違反金 納付命令 廃棄 放置違反金（仮納付）返還請求書
交通指導 放置違反金 公示送達管理 廃棄 公示送達
交通指導 放置違反金 滞納処分（未収金解消分） 廃棄 滞納処分
交通指導 放置違反金 滞納処分（未収金解消分） 廃棄 滞納処分基準該当リスト
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通指導 放置違反金 滞納処分（未収金解消分） 廃棄 滞納処分実施状況表
交通指導 放置違反金 滞納処分（未収金解消分） 廃棄 滞納情報照会書・受理簿

交通指導 放置違反金
放置違反金に関する照
会・調査

廃棄 預貯金等調査依頼書

交通指導 放置違反金
放置違反金に関する照
会・調査

廃棄 車両使用者照会書/使用者名不明リスト

交通指導 放置違反金
放置違反金に関する照
会・調査

廃棄 放置違反金納付命令関係事項照会書

交通指導 放置違反金
放置違反金に関する照
会・調査

廃棄 弁明通知書・納付命令書未送達調査記録

交通指導 放置違反金 収納データ更新リスト 廃棄 放置駐車反則金納付データリスト
交通指導 放置違反金 収納データ更新リスト 廃棄 放置駐車反則金納付更新リスト
交通指導 放置違反金 収納データ更新リスト 廃棄 放置違反金仮納付更新リスト
交通指導 放置違反金 収納データ更新リスト 廃棄 放置違反金本納付更新リスト

交通指導 放置違反金 延滞金通知 廃棄
放置違反金納付命令に伴う延滞金納付通
知書（現年度）

交通指導 放置違反金 延滞金通知 廃棄
放置違反金納付命令に伴う延滞金納付通
知書（過年度）

交通指導 放置違反金 車検拒否制度の運用 廃棄 納付書再交付申請書及び受理簿

交通指導
放置駐車管理システムの
管理

システム運用 廃棄 携帯端末等取扱担当者指定・取消報告書

交通指導
放置駐車管理システムの
管理

システム運用 廃棄
放置駐車違反管理システム・パスワード再
交付申請書

交通指導
放置駐車管理システムの
管理

システム運用 廃棄 駐車違反管理システム帳票（H16）

交通指導
放置駐車管理システムの
管理

携帯端末等機器関係（管
理台帳を除く。）

廃棄 機器障害状況通報書

交通指導
放置駐車管理システムの
管理

携帯端末等機器関係（管
理台帳を除く。）

廃棄 携帯端末等使用簿

交通指導 放置車両確認事務委託 法人登録（申請書） 廃棄 登録及び登録更新申請書・受理簿
交通指導 放置車両確認事務委託 法人登録（申請書） 廃棄 登録事項登録届出書・受理簿

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者講習・考
査（講習関係受理簿を除く。）

廃棄 駐車監視員資格者講習受講申込書

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者講習・考
査（講習関係受理簿を除く。）

廃棄 終了証明書再交付申請書・受理簿

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者認定・考
査（講習関係受理簿を除く。）

廃棄 認定申請書・受理簿

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者認定・考
査（講習関係受理簿を除く。）

廃棄 認定書再交付申請書・受理簿

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者証管理
（交付者名簿・受理簿を除
く。）

廃棄 駐車監視員資格者証交付申請書

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者証管理
（交付者名簿・受理簿を除
く。）

廃棄
駐車監視員資格者証再交付申請書・受理
簿

交通指導 放置車両確認事務委託
駐車監視員資格者証管理
（交付者名簿・受理簿を除
く。）

廃棄
駐車監視員資格者証書換え交付申請書・
受理簿

交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 確認事務委託業務審査委員会
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 駐車監視員名簿
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 巡回指定表（放置車両確認事務）
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 巡回計画書（放置車両確認事務）
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 巡回予定表（放置車両確認事務）
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 放置車両確認等事務日報
交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄 受領書

交通指導 放置車両確認事務委託 確認機関指導・監督 廃棄
貸与品管理簿（確認機関運用要領に定め
る様式第９号）

交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故事件簿 廃棄 交通事故捜査管理簿

交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故事件簿 廃棄
交通事故事件簿（受理簿・指揮簿・処理簿）
（時効又は結審分）

交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故事件簿 廃棄 人身事故捜査管理簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故取扱簿 廃棄 現場出動簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故取扱簿 廃棄 物人・遅れ届出管理簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故取扱簿 廃棄 交通事故事件取扱簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 捜査参考簿 廃棄 捜査参考簿（交通事故事件管理）
交通指導 交通事故事件の管理・指導 長期未処理事件管理 廃棄 未処理事件管理簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 長期未処理事件管理 廃棄 長期未処理事件管理簿（交通事故事件管理）
交通指導 交通事故事件の管理・指導 捜査日誌 廃棄 捜査日誌（交通事故事件管理）
交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故発生報告 廃棄 死亡事故発生報告綴
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故発生報告 廃棄 重体事故発生報告綴
交通指導 交通事故事件の管理・指導 交通事故発生報告 廃棄 交通事故発生報告書等綴り
交通指導 交通事故事件の管理・指導 月報（交通事故） 廃棄 月報
交通指導 交通事故事件の管理・指導 月報（交通事故） 廃棄 半年報、年報、年度報
交通指導 交通事故事件の管理・指導 照会・調査 廃棄 照会・調査
交通指導 交通事故事件の管理・指導 物件事故報告書 廃棄 物件事故報告書、物件事故受理簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 物件事故報告書 廃棄 物件事故捜査管理簿
交通指導 交通事故事件の管理・指導 他に属さない１年文書 廃棄 事件記録（保管）票（交通事故事件管理）
交通指導 交通事故事件の管理・指導 他に属さない１年文書 廃棄 事件送致記録確認票（甲）
交通指導 交通事故事件の管理・指導 他に属さない１年文書 廃棄 事件送致記録確認票（乙）
交通指導 暴走族総合    対策 定期報告 廃棄 四半期報・年報
交通指導 暴走族総合    対策 定期報告 廃棄 警察庁等報告
交通指導 暴走族総合    対策 定期報告 廃棄 取締月報・年報（暴走族対策）

交通指導 暴走族総合    対策
暴走族取締り（小分類０２に
該当する取締りを除く。）

廃棄 ゴールデンウィーク対策

交通指導 暴走族総合    対策
暴走族取締り（小分類０２に
該当する取締りを除く。）

廃棄 暴走族取締強化月間

交通指導 暴走族総合    対策
暴走族取締り（小分類０２に
該当する取締りを除く。）

廃棄 年末年始における暴走族対策

交通指導 暴走族総合    対策
暴走族取締り（小分類０２に
該当する取締りを除く。）

廃棄 無線情報

交通指導 暴走族総合    対策
暴走族取締り（小分類０２に
該当する取締りを除く。）

廃棄 暴走族情報

交通指導 暴走族総合    対策 暴走族事件捜査 廃棄 暴走族逮捕報告
交通指導 暴走族総合    対策 暴走族事件捜査 廃棄 暴走族特別取締り計画
交通指導 暴走族総合    対策 会議・行事 廃棄 熊本市暴走族根絶連絡協議会
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 自動車保管場所証明申請書
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 現地調査結果報告
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 保管場所標章交付申請書
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 保管場所標章再交付申請書
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 自動車保管場所届出書
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 保管場所標章交付申請書
交通規制 自動車保管場所 許認可手続等 廃棄 保管場所標章再交付申請書
交通規制 自動車保管場所 自動車保管場所証明等事務処理簿 廃棄 自動車保管場所証明等事務処理簿

交通規制 自動車保管場所 不適署分状況の報告 廃棄
自動車保管場所証明不適処分状況（自家
用自動車協会月報）

交通規制 自動車保管場所 照会・回答、調査･報告 廃棄 自動車保管場所証明等事務月報
交通規制 道路使用許可 許認可手続等 廃棄 道路使用許可受理簿

交通規制 道路使用許可 許認可手続等 廃棄 道路使用許可申請書

交通規制 道路使用許可 許認可手続等 廃棄 道路使用許可記載事項変更届

交通規制 道路使用許可 許認可手続等 廃棄 道路使用許可再交付申請書

交通規制 道路使用許可 許認可手続等 廃棄 協議書

交通規制 道路使用許可 現場調査（委託事務管理） 廃棄
道路使用許可事項及び条件履行状況等調
査結果報告書

交通規制
署長権限許可（駐車・通行
許可）

許認可手続等 廃棄 駐車許可管理簿

交通規制
署長権限許可（駐車・通行
許可）

許認可手続等 廃棄 通行許可管理簿

交通規制
署長権限許可（駐車・通行
許可）

許認可手続等 廃棄 通行禁止道路通行許可申請書

交通規制
署長権限許可（駐車・通行
許可）

許認可手続等 廃棄 駐車許可申請書

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 通行禁止除外指定車標章交付管理簿

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 駐車禁止除外指定車標章交付管理簿

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 身体障害者等標章交付管理簿

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 標章交付申請書(通行許可)

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 標章交付申請書(駐車許可)

交通規制
公安委員会許可（駐車・通
行許可）

除外指定・身体障害者等
標章

廃棄 標章交付申請書(身体障害者用)

交通規制 制限外積載等 許認可手続等 廃棄 制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可台帳

交通規制 制限外積載等 許認可手続等 廃棄 制限外積載等許可申請書
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通規制 制限外積載等 許認可手続等 廃棄 制限外けん引の許可申請書

交通規制 制限外積載等 許認可手続等 廃棄 制限外けん引許可台帳

交通規制
開発・建築等に伴う交通
管理対策

照会・回答(道路法第９５
条の２関係)

廃棄 協議書（道路協議）

交通規制
開発・建築等に伴う交通
管理対策

照会・回答(道路法第９５
条の２関係)

廃棄 覚書回答書（道路協議）

交通規制
開発・建築等に伴う交通
管理対策

照会・回答(道路法第９５
条の２関係)

廃棄 覚書添付文書（道路協議）

交通規制 運用・管理 申（通）報 廃棄 交通障害情報

交通規制 運用・管理 他に属さない１年文書 廃棄
あんしん歩行エリア内における死傷事故件
数調査報告書

交通規制 運用・管理 他に属さない１年文書 廃棄
事故危険箇所における死傷事故件数調査
報告書

交通規制 標識・標示 署長権限による交通規制 廃棄 署長権限交通規制台帳
交通規制 交通安全施設整備 信号機・標識ＢＯＸ関係資料 廃棄 標識BOX受理簿
交通規制 交通安全施設整備 信号機・標識ＢＯＸ関係資料 廃棄 標識BOX意見・要望カード
交通規制 交通安全施設整備 信号機・標識ＢＯＸ関係資料 廃棄 信号BOX受理簿
交通規制 交通安全施設整備 信号機・標識ＢＯＸ関係資料 廃棄 信号BOX意見・要望カード
交通規制 交通安全施設整備 移設依頼 廃棄 移設依頼（道路管理者）
交通規制 交通安全施設整備 移設依頼 廃棄 移設依頼（九州電力・NTT）
交通規制 交通安全施設整備 損害（損壊）報告 廃棄 障害（損壊）報告
交通規制 交通安全施設整備 信号現示（照会・運用） 廃棄 信号現示照会書

運転免許 更新時・特定任意講習
更新時・特定任意講習受
講申請

廃棄 特定任意講習受講申込書

運転免許 更新時・特定任意講習
更新時・特定任意講習実
施結果

廃棄 更新時講習等実施結果報告書（月報）

運転免許 処分者講習 停止処分者講習受講申請 廃棄 停止処分者講習受講申込書
運転免許 処分者講習 停止処分者講習実施結果 廃棄 停止処分者講習実施結果報告書
運転免許 原付講習 原付講習受講申請 廃棄 原付講習受講申込書
運転免許 原付講習 原付講習実施結果 廃棄 原付講習実施結果報告書（日報）
運転免許 原付講習 原付講習実施結果 廃棄 原付講習実施結果報告書（月報）
運転免許 原付講習 原付講習実施結果 廃棄 原付講習終了証明書

運転免許 指定自動車教習所
技能検定員・教習指導員審
査（証紙貼付文書に限る）

廃棄
技能検定員・教習指導員審査（証紙貼付文
書に限る。）

運転免許 指定自動車教習所 総合検査等実施関係 廃棄 総合検査等実施関係
運転免許 指定自動車教習所 指定教習所職員講習 廃棄 指定自動車教習所職員講習関係
運転免許 指定自動車教習所 取得時講習関係 廃棄 取得時講習受講関係
運転免許 指定自動車教習所 初心運転者講習関係 廃棄 初心運転者講習受講関係
運転免許 指定自動車教習所 再試験関係（初心運転者） 廃棄 再試験関係
運転免許 指定自動車教習所 高齢者講習の実施等 廃棄 チャレンジ講習関係
運転免許 指定自動車教習所 高齢者講習の実施等 廃棄 特定任意高齢者講習結果報告書
運転免許 指定自動車教習所 高齢者講習の実施等 廃棄 認知機能検査員講習終了証交付簿
運転免許 指定自動車教習所 高齢者講習の実施等 廃棄 高齢者講習受講関係
運転免許 指定自動車教習所 高齢者講習の実施等 廃棄 特異者通報

運転免許 指定自動車教習所
講習予備検査（認知機能
検査）結果報告書

廃棄 講習予備検査（認知機能検査）結果報告書

運転免許 指定自動車教習所
講習予備検査（認知機能
検査）結果報告書

廃棄 認知機能検査関係

運転免許 行政処分（不利益処分） 他都道府県警察との往復文 廃棄 他都道府県警察との往復文
運転免許 行政処分（不利益処分） システムデータ確認帳票 廃棄 システムデータ確認帳票

運転免許 行政処分（不利益処分）
執行台帳等（システム管
理を除く。）

廃棄 執行台帳等（システム管理を除く。）

運転免許 行政処分（不利益処分） 出頭命令書・免許証保管証 廃棄 出頭命令書・免許証保管証
運転免許 行政処分（不利益処分） ツウホウ抹消処理簿 廃棄 ツウホウ抹消処理簿
運転免許 行政処分（不利益処分） 違反者台帳抹消（０１）簿 廃棄 違反者台帳抹消（０１）簿

運転免許 行政処分（不利益処分）
運転免許証・請書及び運
転免許行政処分書送付兼
管理簿

廃棄
運転免許証・請書及び運転免許行政処分
書送付兼管理簿

運転免許 行政処分（不利益処分）
違反者講習未受講受理及
び警察署送付・返送簿

廃棄
違反者講習未受講受理及び警察署送付・
返送簿

運転免許 行政処分（不利益処分） 出頭予定表 廃棄 出頭予定表
運転免許 行政処分（不利益処分） 量定登録一覧表 廃棄 量定登録一覧表
運転免許 行政処分（不利益処分） 未執行者名簿 廃棄 未執行者名簿

運転免許 行政処分（不利益処分）
聴聞及び意見の聴取(公
示を除く。）

廃棄 聴聞及び意見の聴取(公示を除く。）

運転免許 行政処分（不利益処分） 処分者リスト 廃棄 処分者リスト
運転免許 行政処分（不利益処分） 請書（短・中・長） 廃棄 請書（短・中・長）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

運転免許 行政処分（不利益処分） 請書（取消） 廃棄 請書（取消）
運転免許 行政処分（不利益処分） システムデータ送受信 廃棄 システムデータ送受信簿

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習実施状況

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習関係書類県外送付簿

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習通知県外送付簿

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習関係書類受付簿

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習通知受付簿

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習通知配達証明書

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 不受講者処分引継表

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習削除者表

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習所在不明者手配表

運転免許 違反者講習
違反者講習（実施結果、
受講申請を除く。）

廃棄 違反者講習手配解除表

運転免許 違反者講習 違反者講習受講申請 廃棄 違反者講習受講申込書
運転免許 違反者講習 違反者講習実施結果 廃棄 違反者講習実施結果報告書（日報）
運転免許 違反者講習 違反者講習実施結果 廃棄 違反者講習実施結果報告書（月報）
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 交通切符取締り原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 反則切符取締り原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 法令違反用行政処分原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 点数切符取締り原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 車庫法取締り原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 違反外行政処分原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 違反・事故の審査入力 廃棄 人身事故用行政処分原票送付書
運転免許 違反・事故の審査入力 免許課だより 廃棄 免許課だより
運転免許 免許関連処分 運転免許受験資格相談 廃棄 受験資格調査申請書綴

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 免許台帳補充照会等記録簿

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 運転免許保有者数

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 統計日報（警察庁）

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 県電算出力表

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 条件変更登録データ日報

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 無条件登録データ日報

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 通報データ受理日報

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 新規・非登録データ

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 再交付名簿（即日）

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 登録票

運転免許 総合運転者管理システム
総合運転者管理システム
（追記端末用ICカード現在
数管理簿を除く。）

廃棄 資料区分別端末別送信/入力件数
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

運転免許 総合運転者管理システム
追記端末用ICカード現在
数管理簿（担当者変更分）

廃棄 ＩＣカード管理簿

運転免許 総合運転者管理システム
追記端末用ICカード現在
数管理簿（担当者変更分）

廃棄
追記端末用ＩＣカード現在数管理簿（本年担
当者変更分）

運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 業務日誌
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 捜査関係照会・回答
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 発信原票処理票
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 更新・高齢者通知書引継簿
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 送信簿
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 通報処理簿
運転免許 総合運転者管理システム 他に属さない１年文書 廃棄 日計表
運転免許 適性検査 適性検査上申 廃棄 適性検査上申書
運転免許 適性検査 限定解除等審査関連 廃棄 限定解除審査申請書
運転免許 適性検査 限定解除等審査関連 廃棄 限定解除等審査合格者名簿
運転免許 適性検査 限定解除等審査関連 廃棄 限定解除等審査申請書
運転免許 免許更新 更新・講習受講申請書 廃棄 更新・講習受講申請書
運転免許 免許更新 経由更新 廃棄 他都道府県経由更新(熊本県住所)
運転免許 免許更新 経由更新 廃棄 熊本県経由更新（他都道府県住所）
運転免許 免許更新 経由更新 廃棄 経由更新申請書
運転免許 免許更新 更新予定者一覧表 廃棄 更新予定者一覧表
運転免許 免許更新 更新者名簿 廃棄 更新者名簿
運転免許 免許更新 質問票 廃棄 質問票
運転免許 免許更新 質問票 廃棄 病気の症状等申告書
運転免許 新規免許取得 新規免許交付受領書 廃棄 新規免許交付受領書
運転免許 新規免許取得 特定失効者講習受講申込書 廃棄 特定取消処分者講習受講申込書
運転免許 新規免許取得 特定失効者講習受講申込書 廃棄 特定失効者講習受講申込書
運転免許 申請取消 申請取消受理簿 廃棄 申請取消受理簿（一部）
運転免許 申請取消 申請取消受理簿 廃棄 申請取消受理簿（全部）

運転免許 申請取消
申請取消関係(受理簿、名
簿を除く。）

廃棄 申請による取消申請書（一部）

運転免許 申請取消
申請取消関係(受理簿、名
簿を除く。）

廃棄 申請による取消申請書（全部）

運転免許 運転経歴証明書
運転経歴証明書の交付申請
関係(受理簿、名簿を除く。）

廃棄 運転経歴証明書交付申請書

運転免許 運転経歴証明書
運転経歴証明書の交付申請
関係(受理簿、名簿を除く。）

廃棄 運転経歴証明書再交付申請書

運転免許 運転経歴証明書 運転経歴証明書交付者名簿 廃棄 運転経歴証明書交付者名簿
運転免許 国外運転免許証 国外運転免許証交付申請書 廃棄 国外運転免許証交付申請書
運転免許 国外運転免許証 国外運転免許証交付簿 廃棄 国外運転免許証交付簿
運転免許 国外運転免許証 国外免許交付者名簿 廃棄 国外運転免許証交付者名簿
運転免許 国外運転免許証 他に属さない１年文書 廃棄 国外運転免許証申請書送付（交付）書
運転免許 国外運転免許証 他に属さない１年文書 廃棄 国外運転免許証発行管理簿
運転免許 運転免許証再交付 再交付申請関係 廃棄 運転免許証再交付申請書
運転免許 運転免許証再交付 再交付申請関係 廃棄 運転免許証遺失てん末書
運転免許 運転免許証再交付 免許証送付書兼交付簿 廃棄 免許証送付書兼交付簿
運転免許 運転免許証再交付 再交付者名簿 廃棄 再交付者名簿

運転免許 運転免許証記載事項変更
運転免許証記載事項変更
関係

廃棄 運転免許証記載事項変更届

運転免許 運転免許証記載事項変更
運転免許証記載事項変更
関係

廃棄 運転免許証記載事項変更届

運転免許 運転免許証記載事項変更 記載事項変更届出者名簿 廃棄 運転免許証記載事項変更届出者名簿
運転免許 死亡取消 死亡者通報管理 廃棄 死亡者通報管理簿
運転免許 死亡取消 死亡者通報管理 廃棄 死亡者通報連絡票

運転免許 課の総合運営 勤務日誌 廃棄 勤務日誌

運転免許
試験

運転免許試験等の申請
運転免許（審査）申請・再
試験受験申込

廃棄 運転免許申請書

運転免許
試験

運転免許試験等の申請
各種証明（卒業･合格･終
了）

廃棄 卒業証明書等（住民票を含む）

運転免許
試験

運転免許試験等の申請 質問票(仮免許を除く。） 廃棄 病気の症状等の申告書

運転免許
試験

運転免許試験等の申請 質問票（仮免許） 廃棄 病気の症状等の申告書

運転免許
試験

試験統計 統計資料 廃棄 出力日報

運転免許
試験

試験統計 統計資料 廃棄 出力月報・年報

運転免許
試験

試験統計 統計資料 廃棄 運転免許試験実施状況（月報）
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

運転免許
試験

試験統計 試験実施状況報告 廃棄 仮運転免許実施結果報告書

運転免許
試験

試験統計 試験実施状況報告 廃棄 原付・小特試験状況結果報告

運転免許
試験

試験統計 試験実施状況報告 廃棄 運転免許試験状況結果報告(原付)

運転免許
試験

試験統計 業務日誌 廃棄 業務日誌

運転免許
試験

施設使用 使用許可 廃棄 使用許可台帳

運転免許
試験

施設使用 他に属さない１年文書 廃棄 運転免許試験コース使用状況報告

運転免許
試験

自動車教習所
指定外自動車教習所路上
教習用自動車証明願

廃棄
指定外自動車教習所路上教習用自動車証
明願

運転免許
試験

自動車教習所 調査･報告 廃棄 届出教習所入所者数等調査（月・年報）

運転免許
試験

自動車教習所
届出自動車教習所業務指
導簿

廃棄 届出自動車教習所業務指導簿

運転免許
試験

自動車教習所 申（通）報 廃棄 指定教習所関係申（通）報

運転免許
試験

自動車教習所 申（通）報 廃棄 届出自動車教習所関係申（通）報

運転免許
試験

試験問題
学科試験問題管理（返納
分又は依頼所属保存分）

廃棄 学科試験問題受払簿（返納分）

運転免許
試験

試験問題
学科試験問題管理（返納
分又は依頼所属保存分）

廃棄 学科試験問題借用申請（返納分）

運転免許
試験

試験問題 問題指定 廃棄 学科試験問題の指定

運転免許
試験

試験問題 問題指定 廃棄 仮免問題番号指定表

運転免許
試験

再試験実施 再試験実施予定者関係 廃棄 再試験実施通知書

運転免許
試験

再試験実施 再試験実施予定者関係 廃棄 再試験実施簿

運転免許
試験

再試験実施 再試験実施結果報告 廃棄 再試験実施結果

運転免許
試験

適性試験・適性相談 適性相談 廃棄 適性相談受理簿

運転免許
試験

適性試験・適性相談 適性相談 廃棄 適性相談カード

運転免許
試験

適性試験・適性相談 適性相談 廃棄 適性相談書

運転免許
試験

仮免許事務
仮運転免許証受領書・再
交付申請書

廃棄 仮運転免許証受領書

運転免許
試験

仮免許事務
仮運転免許証受領書・再
交付申請書

廃棄 仮運転免許証再交付申請書

運転免許
試験

仮免許事務
仮免許事務（受領書・再交付
申請書を除く年度管理分）

廃棄 仮運転免許証記載事項変更届

運転免許
試験

仮免許事務
仮免許事務（受領書・再交付
申請書を除く年度管理分）

廃棄 仮運転免許再交付調査報告書

運転免許
試験

仮免許事務
仮免許事務（受領書・再交付
申請書を除く年度管理分）

廃棄 仮運転免許試験結果報告書集計報告書

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務（暦年管理分） 廃棄 仮運転免許試験計画表

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務（暦年管理分） 廃棄 仮運転免許証用紙受払

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務（暦年管理分） 廃棄 仮運転免許学科解答カード

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務（暦年管理分） 廃棄 仮運転免許試験合格者名簿

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務（暦年管理分） 廃棄 仮運転免許試験立会結果

運転免許
試験

仮免許事務 仮免許事務(暦年管理分) 廃棄 仮免許一部合格証明書

運転免許
試験

仮免許事務
仮免許試験実施者承認
（解任分）

廃棄
仮免許試験実施者承認申請・解任報告（解
任分）

運転免許
試験

学科試験
学科試験（合格者名簿を
除く。）

廃棄 不正受験報告書

30 



中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

運転免許
試験

学科試験
学科試験（合格者名簿を
除く。）

廃棄 学科試験合格者発表

運転免許
試験

学科試験
学科試験（合格者名簿を
除く。）

廃棄 受験票

運転免許
試験

学科試験
学科試験（合格者名簿を
除く。）

廃棄 受験資格回答書

運転免許
試験

学科試験
学科試験（合格者名簿を
除く。）

廃棄 学科試験マークシート

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 成績証明書交付簿

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 技能試験日計表

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 受験票

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 マークシート

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 講習修了証明

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 技能試験成績表

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 試験コース指定表

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 技能試験官割当表

運転免許
試験

技能試験 試験実施 廃棄 運転免許試験合格証明書（Ｈ２０）

運転免許
試験

技能試験 技能試験官教養 廃棄 技能試験官教養簿

運転免許
試験

技能試験 他に属さない1年保存文書 廃棄 運転講習・審査結果

運転免許
試験

出張試験 出張試験依頼 廃棄 出張試験依頼

運転免許
試験

取消処分者講習 取消処分者講習申込書 廃棄 取消処分者講習申込

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習月報

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習計画

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習予約受付簿

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習受講者名簿

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習受講者索引簿

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習終了証明書交付簿

運転免許
試験

取消処分者講習 講習の実施 廃棄 取消処分者講習結果報告書

運転免許
試験

取消処分者講習 取消処分者講習事業報告 廃棄 収支決算報告

運転免許
試験

外国免許切替
外国免許による試験の一
部免除台帳

廃棄 外国免許による試験の一部免除台帳

運転免許
試験

外国免許切替 外国免許切替不受理 廃棄 外国免許切替不受理

運転免許
試験

外国免許切替 外国免許受理・合格名簿 廃棄 外国免許受理・合格名簿

運転免許
試験

外国免許切替 不正通報 廃棄 不正通報（外国免許）

交通機動 隊の総合運営 派遣要請 廃棄 警察署等業務連絡結果報告
交通機動 隊の総合運営 派遣要請 廃棄 派遣要請書
交通機動 隊の総合運営 活動状況 廃棄 勤務実態表
交通機動 隊の総合運営 活動状況 廃棄 各小隊運用計画・警ら路線
交通機動 隊の総合運営 活動状況 廃棄 勤務日誌
交通機動 隊の総合運営 活動状況 廃棄 活動実績管理簿
交通機動 訓練 新隊員訓練 廃棄 新隊員訓練計画書
交通機動 訓練 新隊員訓練 廃棄 訓練日誌
交通機動 訓練 通常訓練 廃棄 訓練計画書
交通機動 訓練 通常訓練 廃棄 訓練日誌
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満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

交通機動 訓練 通常訓練 廃棄 運転訓練結果報告
交通機動 訓練 特別訓練 廃棄 特別訓練計画書
交通機動 訓練 特別訓練 廃棄 訓練日誌
交通機動 競技大会 競技大会の計画･実施 廃棄 県大会関係綴り
交通機動 競技大会 競技大会の計画･実施 廃棄 全国大会関係綴り
交通機動 事件捜査 速度自動取締 廃棄 定期点検実施結果報告書
交通機動 事件捜査 速度自動取締 廃棄 最高速度違反事件管理簿
高速道路
交通警察

隊の総合運営 月間活動計画・実績 廃棄 交通取締り推進状況

高速道路
交通警察

隊の総合運営 月間活動計画・実績 廃棄 活動実績集計表

高速道路
交通警察

隊の総合運営 月間活動計画・実績 廃棄 活動実績日報

高速道路
交通警察

隊の総合運営 月間活動計画・実績 廃棄 交通指導取締日計表

高速道路
交通警察

隊の総合運営 勤務日誌 廃棄 勤務日誌

高速道路
交通警察

交通管制（高速道路） 管制日誌 廃棄 管制日誌

警備第二 災害警備 警察署災害警備計画書 廃棄 災害警備計画書
警備第二 災害警備 防災訓練 廃棄 災害訓練関係
警備第二 災害警備 会議 廃棄 災害関係会議
警備第二 警察災害派遣隊 警察災害派遣隊編成表 廃棄 警察災害派遣隊編成関係
警備第二 警察災害派遣隊 警察災害派遣隊編成表 廃棄 広域緊急援助隊訓練
警備第二 緊急事態 緊急事態 廃棄 緊急事態初動措置計画書
警備第二 緊急事態 会議 廃棄 緊急事態関係会議

警備第二 警備実施基礎計画
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 警備実施基礎計画

警備第二 警備実施（基礎計画を除く。） 警戒警備 廃棄 警戒警備

警備第二
警備実施（基礎計画を除
く。）

１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 他県申報

警備第二 警備部隊 管区機動隊 廃棄 管区機動隊運用（派遣依頼等）
警備第二 警備部隊 機動隊 廃棄 部隊関係
警備第二 警備部隊 第二機動隊 廃棄 第二機動隊

警備第二 警備部隊
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 訓練実施通知

警備第二 警備部隊
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 他県申報

警備第二 国民保護 会議 廃棄 国民保護関係会議
警備第二 警護 警護隊 廃棄 指定警護要員
警備第二 警護 訓練 廃棄 警護訓練
外事 外事情報・対策 外事諸対策 廃棄 特別沿岸警戒活動計画
機動 隊の総合運営 勤務日誌 廃棄 勤務日誌
機動 隊の総合運営 活動日誌 廃棄 活動日誌
機動 隊の総合運営 派遣要請 廃棄 派遣要請書
機動 隊の総合運営 他に属さない１年文書 廃棄 治安の砦通信
機動 出動 出動結果報告 廃棄 出動結果報告
警察学校 学校の総合運営 入校式・卒業式・修了式 廃棄 入校式・卒業式
警察学校 学校の総合運営 授業管理 廃棄 授業日誌
警察学校 学校の総合運営 授業管理 廃棄 教場当番指示簿
警察学校 学校の総合運営 授業管理 廃棄 欠課・見学簿
警察学校 学校の総合運営 授業管理 廃棄 時間割
警察学校 学校の総合運営 授業管理 廃棄 講師依頼

警察学校 学校の総合運営
授業（職務倫理・法学・基
本実務）

廃棄 職務倫理討議記録簿

警察学校 学校の総合運営
授業（職務倫理・法学・基
本実務）

廃棄 無線通話効果測定

警察学校 学校の総合運営 教科外活動 廃棄 学生会活動記録簿
警察学校 学校の総合運営 教科外活動 廃棄 ホームルーム討議結果記録簿
警察学校 学校の総合運営 試験関係 廃棄 試験関係
警察学校 学校の総合運営 研修 廃棄 制服における実務研修
警察学校 学校の総合運営 研修 廃棄 本部施設見学
警察学校 学校の総合運営 研修 廃棄 福祉研修
警察学校 学校の総合運営 無線免許取得関係 廃棄 無線従事者養成課程認定申請
警察学校 学生管理・指導 学生管理 廃棄 学生指導状況表
警察学校 学生管理・指導 学生管理 廃棄 使用車両届・車両持込許可申請
警察学校 学生管理・指導 学生管理 廃棄 運転適性検査結果
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 健康管理簿
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 外出簿
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中分類 小分類 細分類
満了時
措置

行政文書ファイル名
行政文書分類基準表（27年（年度）版）照合

備考

警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 学生懲罰簿
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 反省レポート
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 学生指導簿
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 身上指導状況一覧表
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 私事旅行承認願簿・私事旅行届簿
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 欠課見学簿
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 宣誓書
警察学校 学生管理・指導 校則 廃棄 私物OA機器等保有届
警察学校 学生管理・指導 学生自治 廃棄 警備当番日誌
警察学校 学生管理・指導 学生自治 廃棄 自治当番日誌
警察学校 学生管理・指導 学生自治 廃棄 郵便物受払簿
警察学校 学生管理・指導 特別指導期間 廃棄 面会人名簿
警察学校 学生管理・指導 特別指導期間 廃棄 自主活動日誌
警察学校 学生管理・指導 特別指導期間 廃棄 非常招集訓練実施結果

警察学校 学生管理・指導
１年以上の保存を要しな
い文書

廃棄 刑任反省レポート

警察学校 教材・施設管理 学校施設管理 廃棄 警察学校施設使用許可申請書
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